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今までの美術大学の解釈を超え、
次の美術大学へつなげるために。

武蔵野美術大学学長　長澤忠徳
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1981年

1986年
1999年
2015年

専門分野：デザインプロデュース、デザイン評論、デザイン教育、
　　　　  デザイン戦略立案

富山県生まれ
武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業
Royal College of Art, London修士課程修了
MA（RCA）取得
有限会社長澤忠徳事務所設立、代表取締役就任
武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科教授就任
武蔵野美術大学　学長就任

　

　われわれは自分たちの大学のことを「ムサビ」と呼んでい
ますが、ムサビで身につく力って、何だと思いますか？　美
術大学は描くこと、つくることの技術を学ぶ場所と思われが
ちです。けれど、そうした表現技法の伝授は、教育の一部分
に過ぎません。私自身、学生時代をこのムサビで過ごし、大
きな糧となったのは、造形言語のリテラシーを身につけられ
たことだと思っています。
　みなさんはこれまでの生活の中で、言語リテラシーの訓練
は自然に積んできたでしょう。いわゆる、文字を読み書きす
る能力のことです。では、目の前のものがなぜ美しく見える
のか、その構造を理解したり、頭の中にあるイメージを思い
通りに表現したりできますか？　これは造形言語のリテラ
シーであって、一般の大学で教えられることのない、美術大
学ならではの学びです。
　そもそも美術やデザインの教育は、講義を聞き、文献に当
たってレポートをまとめるという一般の大学生の学びとは異
なります。美術大学の学生は、あらかじめ出された課題を決
められた方法論で解くのではなく、何が問題なのかさえわか
らない状況から自ら課題を見出し、材料や手法を研究しな
がら、問題解決のためのかたちを与えていく「クリエイティ
ブ」を実践しています。
　そして、クリエイティブであるためには、強い「意志」が
必要です。その「意志」ですが、「意」という文字があります
ね。｢心」と「音」から成っています。つまり、学生は自分にし
か聴こえない「心の音」に耳を傾け、何とかしてそれを外に
出そうと、かたちをつくったり色を塗ったり、身ぶりや声に出
したりと、試行錯誤を重ねているのです。

余計なことを存分にして
人間力を磨いてほしい

　さらに美術大学の学生は毎回、講評会で作品についてプレ
ゼンテーションをしなければなりません。講評会というのは、
制作の背景や作品の意図を自分の言葉で伝える場のことで
す。教員やほかの学生にとってみれば、作者の考えと自分の
解釈が合っているかどうかを確認できる機会でもあります。

　すると時々、自分の想いとは無関係に、つくった作品がさ
まざまな受け取られ方をされてしまうことがあります。いい解
釈をしてもらえればうれしいでしょうけれど、違った場合は辛
いですね。ただし、辛いからといってすぐ泣き事を言わない。
むしろわかってもらえないと悶えながら、でも「次こそは！｣
と一生懸命に悩み、考え、工夫する。学生は、こうした試練を
通じて造形言語を獲得し、人間性を鍛えていきます。これが
｢真に人間的自由に達する美術教育」を理念とする、ムサビ
の教育の本質なのです。
　そういう意味で、みなさんには特に次のことを意識してほ
しい。つまり、美術やデザインの高等教育へのアプローチは
すでに始まっている、ということです。受験勉強に専念する
のは無駄なことではありませんが、勉強は本来、結果を出す
ためではなく、人生において必要な教養を身につけるために
あるはずです。人生の基盤を築く重要な時期だからこそ、ス
キルトレーニングだけに時間を費やすのではなく、ぜひとも
｢余計なこと」を存分にしてほしいと思っています。
　余計なことといっても、問題を起こしてもらっては困ります
よ。そうではなく、授業や進学といった、高校生のみなさん
が普段抱えがちな悩みから時には「逸脱」して、課外活動や
地域貢献活動、コンクールへの出品など、さまざまな体験を
してほしいのです。
　例えば、公園でしか自転車に乗ったことのない人が、いきな
り交差点に出ていったとしましょう。そんな無茶をしたら、交
通量の多さに驚いて自転車をうまくコントロールできず、危険
な目に遭うかもしれないことは、誰にでも容易に想像できま
す。だからこそ、交差点に出る前に、転んだり擦りむいたりし
て、自転車とはどんなものなのかを身体全体で覚えておく必
要がある。これが余計なことを存分にするということです。そ
こで磨かれる思考力や判断力が、基礎的な人間力として、や
がてくる「いつか」の備えに、必ずつながっていくのです。

二つの学び舎を連動させ
次世代の美術大学へ

　これからの時代ということで言うと、「こうなればいい」と
いう発想の仕方だけでは、世の中で活躍するのは難しいで
しょう。過去と今を起点にして未来を描くような「フォアキャ
スティング」の発想法は、通用しなくなってきているのです。

そこで重要とされるのは「バックキャスティング思考」と呼ば
れるもので、これは、実現すべき未来に起点を置き、そこか
ら現在を振り返って、今どうあるべきかを構想するという考
え方です。
　日本だけでなく、今、世界全体が大きな変革の潮流の中に
あります。現状に止まっていたのでは、積み上げてきた伝統
を守り、継承していくこともできません。時代の端緒を拓き、
次世代に活躍する人材を育む新たなムサビへ展開するため
にも、従来の発想法にバックキャスティング思考を加え、双
方向から、現在と過去を重ね合わせ、実現すべき未来への
ロードマップをつくっていかなければならないと、われわれ
は考えています。
　今回、そのための新たな試みとして、ムサビは創立90周年
を迎える2019年の4月に、造形構想学部ならびに大学院造
形構想研究科を開設し、東京・市ヶ谷に都心キャンパスを設
けます。
　ここでは、本学が創立以来培ってきた、ものづくりをする
上で不可欠な発想力や造形力、他者に伝えるための論理力
や伝達力といった「創造的思考力」を、実社会でどう応用し
たらいいか具体的に学び、さまざまな問題解決や新しい価値
の創造を目標に掲げて、実践していきます。
　鷹の台、市ヶ谷の二つのキャンパスを拠点に新しい学びが

始まるというのは、鷹の台の伝統ある造形教育や教養教育
と、市ヶ谷という都心ならではの学びとが連動することであっ
て、今までの美術大学の解釈を超え、次の美術大学へつなげ
る可能性をさらに開いていくことができると考えています。
　あらゆる分野でIT化の流れが広がり、AI（人工知能）が本
格的に人々の暮らしや産業、社会を変えていこうとしている
今、「教育とはこうあるべきだ」という定式化されたメソドロ
ジー自体にも、疑いを持つ必要が出てきました。
　もちろん、「教養を有する美術家養成」を目指し、「真に
人間的自由に達する」ために美術・デザインを追究してきた
先人たちの伝統は、ムサビの現代を生きるわれわれにとっ
て、かけがえのない宝物です。けれど、伝承すべきは方法論
だけではありません。ものづくりにまつわる感性や情緒、倫
理観、つくることの楽しさや苦しみを共有できる心をこそ、受
け継いでいかなければならないと思っています。
　そのためには、学ぶ側である学生も、ただ教員の言うこと
に黙って従うのではなく、教員と同じ地平に立って、それぞ
れの能力や発想を持ち寄り、創造的な成果に結びつけてい
こうとする努力と意欲が必要でしょう。
　ともに悩み、喜びを分かち合いながら、クリエイティブの
力で未来を変えていく。そんな学びの場を、一緒に創造でき
るようなみなさんを、ムサビは待っています。

一般の大学では教えられることのない
造形言語のリテラシー
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教育理念

　武蔵野美術大学の教育理念は、1929（昭和4）年10月30
日、本学の前身である帝国美術学校の創立に由来するもので
す。帝国美術学校の創立に寄与し、後にその経営と教育の中心
となった金原省吾（開校時学監）の手記には「教養を有する美
術家養成」と記されています。
　また、創立時の中心人物の一人、名取堯（開校時主事）の『武
蔵野美術』（創立三〇周年記念特集）に寄せられた30年の回
顧には、「人間が人間になる道は激しい鍛錬、たゆまざる精進の
中にあって、放任の中にはない、その框（わく）を固定させず、し
かも、放縦に任せず、真に人間的自由に達するような美術教育
への願い」であると語られており、美術を技術的専門性だけで
はなく、総合的な人間形成をもって成るものと考えたのです。
　このように、まさに人間的自由に達するために美術・デザイン
を追求することこそが、本学の教育理念であると言うことがで
き、国内美術大学では最大規模の造形教育の大学となった現在
も、この教育理念を継承し堅持しています。

歴史
　1929（昭和4）年に吉祥寺を発祥の地として設立された帝国美
術学校は、その後、造形美術学園、武蔵野美術学校と校名変更を重
ね、1961(昭和36）年に現在の鷹の台キャンパスを開設、その翌年の
1962(昭和37）年に武蔵野美術大学を設置、造形学部が発足しまし
た。わが国に「造形」という名の学部が誕生した瞬間です。当初は美術
学科と産業デザイン学科の2学科で出発しました。前者は日本画、油
絵、彫刻、後者は商業デザイン、工芸工業デザイン、芸能デザインのそ
れぞれ3専攻で構成されていました。
　1964（昭和39）年、産業デザイン学科に建築デザイン専攻を開
設、翌年、建築学科に独立し、1967（昭和42）年には基礎デザイン学
科が開設されて4学科となりました。1974（昭和49）年には美術学科
と産業デザイン学科の各専攻が、日本画学科、油絵学科、彫刻学科、
視覚伝達デザイン学科（商業デザインを改称）、工芸工業デザイン学
科、芸能デザイン学科（1985〈昭和60〉年に空間演出デザイン学科と
改称）として独立し、建築学科、基礎デザイン学科とともに1学部8学
科という構成になりました。1990（平成2）年には映像学科を開設、
1999(平成11）年には、1957（昭和32）年の武蔵野美術短期大学創
立から40年余り続いた同短期大学部の入学定員を造形学部に移行し
て既存学科の定員を増やすとともに、芸術文化学科とデザイン情報学
科を開設。そして、2019（平成31）年には造形構想学部を新たに開設
し、市ヶ谷に都心キャンパスを同時開設します。造形構想学部は新設
のクリエイティブイノベーション学科と、造形学部から移設される映像
学科で構成され、本学は2学部12学科の新しい体制となります。
　また、1951（昭和26）年に武蔵野美術学校西洋学科に開設され
た通信教育は、当時わが国初の試みとなる美術とデザインの実技（ス
クーリング）を伴った通信教育を実施しながら、1959（昭和34）年
の短期大学における通信教育部の発足を経て、2002（平成14）年に
造形学部通信教育課程として開設され、現在まで造形を志すあらゆる
人々に門戸を開いています。

教育目標
造形学部
武蔵野美術大学造形学部は、美術を総合的な人間形成をもって成る
ものと考える教育理念に基づき、次の教育目標を掲げる。

造形構想学部
美術を総合的な人間形成をもって成るものと考える教育理念に基づく
造形教育は、これからの社会に強く求められている自主性、人間性、思
考力、表現力を育むものである。
造形構想学部では、そのような総合的な人間形成としての造形教育と
現代社会に対する広範な知識の教授を通じて、美術・デザイン領域の
みならず、広く社会問題の解決や新たな人類価値の創出を行いうる柔
軟な発想や構想力を有する人材、すなわち創造的思考をもって社会的
イノベーションに寄与する人材を養成する。

こうした人材の輩出をもって、日本と世界の文化の創造発展と社会に
貢献することを、武蔵野美術大学の使命とする。

1.  幅広い教養を備え、人格的にも優れた美術･デザインを中心とする造
形各分野の専門家を養成する。

2．美術とデザインの領域における総合的な造形教育を通じて、広く知
識を授けるとともに、深く専門の技能、理論や応用を教授研究し、豊
かな美的教養をそなえた社会人を育成する。

学部・大学院

Faculties and Graduate Schools
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日本画学科

Japanese Painting

武蔵野
美術大学

武蔵野
美術大学
大学院

日本画学科

油絵学科　

彫刻学科

視覚伝達デザイン学科

工芸工業デザイン学科

空間演出デザイン学科

建築学科

基礎デザイン学科

芸術文化学科

デザイン情報学科

クリエイティブイノベーション学科（新設）

映像学科

油絵学科

工芸工業デザイン学科（2018年10月生より募集停止）

芸術文化学科

デザイン情報学科

修士課程

博士後期課程

修士課程

油絵専攻
版画専攻

美術専攻　　
デザイン専攻

絵画コース
日本画コース
版画コース

造形構想専攻

生活環境デザインコース
スペースデザインコース

造形研究コース
文化支援コース

コミュニケーションデザインコース
デザインシステムコース

クラフトデザインコース
インダストリアルデザインコース
インテリアデザインコース

セノグラフィコース
インテリアデザインコース
環境計画コース
ファッションデザインコース

造形学部

造形構想学部（2019年4月開設）

造形学部通信教育課程

造形研究科

造形構想研究科（2019年4月開設）

アドミッションポリシー｜本学が求める学生像
武蔵野美術大学は幅広い教養を備え人格的にも優れた美術家やデザイナーなど、造形芸術の専門家を養成してきました。
本学では次のような学生を求めています。

※平成31年度入試より、造形学部ではなく造形構想学部映像学科としての募集となります。

造形学部 

1. 自らの目指す専門性を着実かつ大胆に深化、開拓しようとする人
2. 専門性を支える幅の広い造形力や教養を身に付けようとする人
3. 文化の創造発展に寄与し、国際社会で活躍しようとする人

造形構想学部
1. 自らの目指す専門性を着実かつ大胆に深化、開拓しようとする人
2. 専門性を支える幅の広い創造的思考力や教養を身に付けようとする人
3. 文化・技術の創造発展・革新に寄与し、社会の様々な領域で活躍しようとする人

大学院造形研究科修士課程
1. 幅広い造形力や教養､独自性を基に､自らの専門性を着実かつ大胆に深化､開拓
しようとする人

2. 造形芸術の研究・表現者として、文化創造の発展に寄与し、国際社会で活躍しよう
とする人

大学院造形構想研究科修士課程
1. サービスデザインやデザインビジネス分野において、リーダーシップを発揮して新
たな社会的価値や事業構想を具現化するための基礎的な能力・経験を持つ人

2. 映像・写真分野を中心に、新たなメディア表現と社会装置化を探究するための基
礎的な能力・経験を持つ人

大学院造形研究科博士後期課程
1. 造形芸術に関する高度な創造、表現の技術と理念を研究しようとする人
2. 高度な能力および豊かな学識に基づいて、自立して創作、研究活動を行い、さらに
研究指導者として文化創造の発展に寄与し、国際社会で活躍しようとする人

［専攻分野］日本画

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）
教員免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）
教員免許、学芸員

［学生数］  1学年　47名
2学年　44名
3学年　42名
4学年　45名
合計    178名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://nihonga.musabi.ac.jp/
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今の時代に何を見つめ、どのように表現をしていくのか。学
生と教員は表現者という同じ立場でそれぞれに研究と対話を
重ね、すべての美術にとって普遍的なテーマと向き合います。

東洋画の長い伝統を受け継ぎながら、外来文化の影響を吸収しつつ形成、発展してきた日本画。

日本人に宿る独特な美意識と精神性から生まれた造形思想、そして優れた材料・技法は、

世界の美術の中で個性的な位置を占めています。

本学科では、日本画や日本について深く考える過程を大切にしながら、奥深く魅力的な専門技法を習得し、

日本画を通して新たな絵画世界を拓いていける力を育てていきます。

日本の美意識や精神性、伝統技法の理解を深め
新たな絵画世界を拓く創造力を育てる。

日本の豊潤な風土や歴史により育まれてきた独自の技法や材料。学
生は、簡単には習得できない日本画表現に、時間と手間をかけなが
ら向き合い、自問自答を重ねます。だからこそ、日本画は多様で新
しい造形表現を生み出す可能性に満ちているのです。

日本画学科が重視する人体デッサン。ムービングを通して身体
性をつかみとります。絵画の基礎ともいえる行為（デッサン）
を繰り返すことで、自然の造形物である人体の本質を理解し、
自身の造形表現につなげていきます。

古典技法を学び、描かれた時代背景とその技法、
主題の研究を通して、現代における自己の表現と
は何かを模索します。
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造形基礎・選択

Fundamental Subjects 
for Art and Design

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修）

日本画基礎 Ⅰ
（日本画材説明・植物・古典技法〈墨〉）

絵画基礎 Ⅰ
（人体デッサン）

日本画基礎 Ⅱ
（野外・風景・古典）

日本画基礎 Ⅲ
（人体）

日本画基礎 Ⅳ
（動物）

日本画基礎 Ⅶ
（人体制作または

自由制作
〈進級制作〉）

日本画基礎 Ⅴ
（意匠と造形〈絹本〉）

デザイン Ⅱ
（意匠と造形〈絹本〉）

1～4年次共通選択科目：Art ＆ Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

前期 後期
日本画基礎 Ⅵ
（表現と発想）

絵画基礎 Ⅲ
（古典研究）

工芸制作 Ⅰ 

絵画基礎 Ⅱ
（人体デッサン）

【日本画基礎 Ⅲ】は、私たちにとってもっとも身近な存在である人体をテーマに描く
1年次最後の授業です。この授業の前に開講される【絵画基礎Ⅰ】で学んだ人体デッ
サンを基本にして、人間の肉体、骨格の中から生まれるフォルムを発見し、それを取
り巻く空間や構成を考えながら独自の表現につなげる力を養います。

この作品は、何気ない日常生活の中から構想し、人物の仕草や部屋の中のさまざま
なものを構成して、主題となる人物の雰囲気を表現しています。つくられた日常では
あるものの、現実以上のリアリティを持つ表現となっています。

日本画基礎 Ⅲ （人体）

鳩山亜依　
墨、胡粉、水干　H727×W910mm

東洋独自の文化を背景に、現代の多様な価値観の中で思考・創造する表現者を目指し、
1・2年次ではさまざまな課題に取り組みます。主に基礎的な日本画表現、古典技法や材料、
デッサン、造形力を学び、自由な表現へ向かうための基礎力を養います。

日本画で使われる独自の素材や用具、その基礎技法を知ることから始まります。1年次
初めに行う植物写生では、墨を用いた鉄線描から制作に入り、風景写生へと進むことで、
対象を観察する力や単純な線で表現することの可能性、筆の力を感じ取ります。また、
人体デッサンに力を入れ、素描力をしっかり養っていくことも特徴です。

1
年次

進級制作と呼ばれる【日本画基礎 Ⅶ】では、1・2年次の学びの成果をコンクー
ル形式で発表し、講評会を行います。人体制作、自由制作のいずれかを選択し、
2年間で養った基礎技術を生かしながら、与えられた課題から脱した自己の表
現を探ります。また、自らの表現について論理的にプレゼンテーションする力も
身につけていきます。

この作品は、食卓は此の世の現世であり、それに対して取り囲む周りは、彼の
世の黄泉を示しているかのようです。 人間として当たり前の“食べる”という儘 （ま
ま）の行為に作者は着想し、人間の“生きる”という此の世への執着心を、完全
な物語性と自由な岩絵具の画面表現をもって描き出しています。

日本画基礎 Ⅶ （人体制作または自由制作）〈進級制作〉

宮城彩 『ママゴト』　
墨、水干、岩絵具、砂　
H920×W1820mm

日本画独特の造形思考と、自身の絵画表現の基盤を築いていきます。鳥、獣、魚類、
爬虫類など、かたちを捉えることが難しい対象を写生して忍耐強い観察力を培うとと
もに、組ポーズやムービングを取り入れた人体デッサンで、造形としての表現力を体得。
また、金銀箔、砂子、切金といった伝統技法を実践的に学んでいきます。

2
年次
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1～4年次共通選択科目：Art ＆ Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

前期 後期
絵画実習 Ⅰ

（古典研究または自主制作）

工芸制作 Ⅱ
（古典研究または自主制作）

絵画実習 Ⅱ
（身体性とドローイング）

絵画実習 Ⅲ
（風景デッサン・風景）

絵画実習 Ⅳ
（自主制作）

絵画実習 Ⅴ
（自主制作）

絵画実習 Ⅵ
（自主制作） 卒業制作

前期 後期

絵画実習 Ⅶ
（自主制作）

絵画実習 Ⅷ
（自主制作）

9週間にわたる【絵画実習 Ⅴ】【絵画実習 Ⅵ】は、自己や社会と向き合い、自分にとって
の絵画、日本画を問い直し、表現の可能性や方向性を考える大切な授業です。担当教員と
コミュニケーションを重ねながら制作を進め、学内外に向けて発信する展覧会の企画・運
営も担当するなど、制作から展示に至るまでのプロセスを実践的に学ぶこともできます。

「アンソフォビア｣ ＝“花恐怖症”と題されたこの作品は、作者自身がチューリップの花から
着想を得たものです。あること（もの）に対して感じる、人間の心理学的および生理学的に
おいての忌避＝フォビアの表現を、作者がチューリップを擬人化することによって、コミカル
とも取れる実に滑稽で不思議な表情を持つ大画面へと仕上げています。

絵画実習 Ⅴ・Ⅵ （自主制作）

川上ゆうき 『アンソフォビア』　
雲肌和紙、水干絵具、岩絵具、胡粉　H1820×W2730mm

3・4年次は、各自の表現を展開する力を養います。
自主制作を中心とすることで主体性を重んじたカリキュラムに取り組みます。
学生との対話を重視することで、将来的な作家活動に備える、より密度の高い内容となっています。

基礎技法の習得を終え、それぞれがテーマやモチーフを探したり、新しい表現方法に挑
戦したりと、失敗を恐れずに制作に取り組んでいく時期です。各自の主体性を重視した
自主制作が主になり、担当教員との対話形式で指導が行われます。【絵画実習 Ⅴ・Ⅵ】や
展示ゼミなど、制作と作品発表も積極的に学んでいきます

3
年次

田中愛美 『●』
吉祥麻紙、水干絵具、岩絵具　H2100×W3300mm

女子高生の屍が、閉鎖された空間にうず高く積み上げられている
表現は、会田誠の作品を連想させますが、作者自身の内的な問題
が描かれています。個人的なことからつくられた作品ではあるもの
の、同時代の閉塞感がよく表現されています。

卒業制作

自由なテーマによる制作を経て、卒業制作に取り組みます。構想や取材、デッサン、
エスキースでは担当教員とコミュニケーションを密に取り、常に描くことへの問題意
識を持って、「何をどのように表現するか」を考えながら制作を進めます。将来、作家
として活動していくための出発点とも言える、貴重な制作期間となるでしょう。

4
年次
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専任教員

尾長良範（教授［主任］／日本画・絵画）
内田あぐり（教授／日本画　人間を主題とした絵画研究）
西田俊英（教授／日本画）
山本直彰（教授／日本画・絵画）
岩田壮平（准教授／日本画）

客員教授

北澤憲昭（近代日本美術史を踏まえた多面的な視点からの日本画研究）
栗林隆（現代美術全般）　
土屋禮一（日本画）

岩田壮平
『雪月花時最憶君－－花泥棒』　
岩絵具、金箔、銀箔、膠、布本、パネル　W2000×H10000mm
2014年

内田あぐり
『消光♯12h』　
岩絵具、水干絵具、膠、墨、雲肌麻紙　H2200×W3600mm
2012年　撮影：柳場大

西田俊英
『瀕死の白鳥』　
和紙、岩絵具　H1820×W3640mm
2017年

山本直彰
『帰還 Ⅰ』　
薄美濃紙、岩絵具、箔、アートグルー　H3630×W3333mm
2009年

尾長良範
『zone』　
麻紙、岩絵具、胡粉、墨　H1818×W2273mm　2002年

油絵学科油絵専攻

［専攻分野］油絵

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）教員免許、
高等学校教諭一種（美術・工芸）教員免許、学芸員

［学生数］  1学年　124名
2学年　138名
3学年　134名
4学年　124名
合計　   520名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://aburae.musabi.ac.jp/pa/

Painting / Painting Course
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Bコース

描いたり表現したりすることの根本的な意味を考え、絵画を中心に、
立体、インスタレーション、映像、パフォーマンスなど、さまざま
な表現の可能性を探るコースです。

絵画組成

絵画を構造的な側面から考察・研究するために1～3年次に開講さ
れる授業です。絵画諸材料の正しい理解と使用法の習得を通して、
古典技法を現在へとつなげる大事な基礎学習の場です。

Aコース

広い意味で「見る」ということから、具象に限らず描くことを目的
とするコースです。対象と真摯に向き合うことで、個人から生み出
される絵画の課題や可能性を追求します。

絵を描くことは、単に造形の領域に留まるものではなく、

想像の世界と現実の世界を行き来し、この世界にいる自分を発見する行為でもあります。

油絵専攻は、自己の内面を深く掘り下げ、積極的な社会性を持った人材を育成するため、

絵画をはじめ、さまざまな分野にも表現の可能性を探っていける「多様性」を大切にしています。

教員や同世代の仲間との「制作」「対話」「批評」から、

新たな表現や考えを生み出していくことを期待しています。

「制作」「対話」「批評」を重ねて
独自の課題や表現の可能性を追求する。
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前期 後期

絵画基礎 Ⅴ
（見る・描く・発見する／
絵画を再考する）

絵画基礎 Ⅵ※1

（主題について／銅版画） 工芸制作 Ⅱ※1

（技法の広がり
〈絵画組成表現素材演習〉

／複合版表現）工芸制作 Ⅰ

平面色彩構成※1

（作品と身体／
材料演習 テンペラ画実習／
木版・シルクスクリーン）

絵画基礎 Ⅶ※1

（進級制作）

1～4年次共通選択科目： Art ＆ Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修　※1は油絵専攻・版画専攻共通科目 ※2は選択科目）

絵画基礎 Ⅰ
（人間を描く／

絵画組成 技法・材料論）

絵画基礎 Ⅲ※1

（色とかたち／シルクスクリーン）

絵画基礎 Ⅳ※1

（空間と構造／木版）

造形基礎･選択
「素材と表現」絵画基礎 Ⅱ

（描くことのはじまり
〈みる～ふれる〉） Fundamental Subjects

for Art and Design

【絵画基礎 Ⅶ】は進級制作として自由制作に取
り組み、版画専攻と合同で展示を行う基礎課程
でもっとも重要な授業です。1・2年次の学びを
生かしながらさまざまな表現を模索することで、
表現者として活動していく基盤を築きます。また、
制作を通して各教員と対話し、その人と作品を
知ることは、3年次のコース選択の大きな材料に
もなります。

絵画基礎 Ⅶ（進級制作）

絵画基礎 Ⅶ（進級制作）

田中伽奈芽 『ギャンギャンデスティニー』　
ミクストメディア　H2000×W2000mm

上田詩織 『取り越し苦労』　
油彩、キャンバス　H1300×W1600mm

絵画によって呼び覚まされる世界の広がりを私たちは空間と呼びま
す。言い換えれば、平面上に何かを捉える絵画のさまざまな技法は、
すべて空間をつかむための方法であると言ってもよいでしょう。【絵
画基礎 Ⅳ】ではこの空間の役割と意味を理解し、制作や研究を通
して各自の空間表現のあり方を魅力的なものに進化させていきます。

絵画基礎 Ⅳ（空間と構造）

井上由似花 『Medicine of LIFE』　
油彩、キャンバス　F40(H803×W1000mm)

1・2年次の基礎課程は、個々の表現に必要な基礎を主体的に学べるのが特徴です。
基本的な内容からジャンルを超えた新たな表現まで、さまざまな内容が盛り込まれた課題の中から、
自由に選択して授業を受ける「選択課題」を主に、造形の各分野を広く学ぶ「造形総合科目」も用意されています。

基礎課程の中心となる「選択課題」は、ものを見ること、何かを描くことの問い直
しとしての基礎に重点を置き、作家でもある各教員が出題、指導、講評を担当する
ため、それぞれの個性が反映された授業が行われます。デザイン、映像、日本画、
彫刻など、他学科の授業を履修する「造形総合科目」は、学科の枠を超えた交流の
中から、新しい造形を発見する機会となるでしょう。2年次では客観的な視点で自
分の作品や絵画、美術を捉え直し、最後の課題は進級制作として学内で展示します。
また、3年次からの専門課程を前に、版画専攻への専攻変更も可能です。 2

年次

1
年次
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Bコース／絵画実習 Ⅳ（コンクール）Aコース／絵画実習 Ⅳ（コンクール）

卒業制作絵画実習 Ⅶ 絵画実習 Ⅷ 複合表現 Ⅳ ※2

前期 後期前期 後期

1～4年次共通選択科目：Art ＆ Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

絵画実習 Ⅰ 絵画実習 Ⅳ

絵画実習 Ⅱ 絵画実習 Ⅴ

技法研究 Ⅰ※2 複合表現 Ⅱ※2

複合表現 Ⅲ※2

複合表現 Ⅰ※2 技法研究 II※2

絵画実習 Ⅲ 絵画実習 Ⅵ

映像の画面中央には上半身裸で抱き合う2人。背中を向けて話す
人（ゲスト）の言葉に対し、こちらを向いた人（作者本人）は、声
を発する代わりに相手の背中にたどたどしく自身の言葉を綴ってい
きます。彼らが語る「自分が経験した嫌だったこと」は鑑賞者をた
じろがせながら、無防備な自分が無防備な誰かに抱きしめられる
という、日常を突き破った圧倒的な経験に導かれ、美しい光に満
ちた剥き出しの空間に静かに降り積もります。

幻想絵画の歴史には、時代や社会への恐怖や批判精神から生ま
れた皮肉的な内容のものが多くあります。そのような観点でこの絵
を見ると、陳腐なキャラクターも劇画的過剰さも、作者を取り巻
く薄っぺらな世間の目と言えるのかもしれません。圧倒的な描写
力で、お化けたちを大画面で描いたのは、現代における個人と社
会の切実な相互関係を表現したかったからに思えてなりません。

田上正敏 『百着夜行』
キャンバス、油絵具　H1908×W7000mm

近藤千尋 『みぞをなぞる』
映像　20min

Bコース／卒業制作

Aコース／卒業制作

平子暖 『密を編む』
油彩、キャンバス　H910×W1160mm×2点

深田桃子 『Dance and knife』　
油彩、薄口綿布、パネル　H1620×W1300mm

3年次は自己の表現の可能性について、時間をかけて検証する授業が続
きます。【絵画実習 Ⅳ】は作品を制作するだけでなく、版画専攻との合
同コンクールを通して、自らの制作意図と他者の印象とのズレを冷静に分
析し、次の制作につなげる貴重な機会です。洋の東西を問わず、美術史
と自己表現との関わりについて独自の視点を持つことも重視します。

基礎課程では教員からの問いかけがあったのに対し、3・4年次の専門課程は自発的な制作が主体となり、
Aコース、Bコースに分かれて専門的な表現活動に取り組みます。同じアトリエの仲間や教員の批評にもまれながら
充実した作品制作を展開し、表現者としての自覚をより強いものにしていきます。

3・4年次の専門課程では基本的に課題がなくなり、Aコース、Bコースの二つに分かれて、自由制
作を中心としたカリキュラムが展開されます（コースの詳細はP.18～19）。3年次後期初めの版
画専攻との合同コンクールでは、全員が作品展示を行い、各教員それぞれが選出した作品に賞を
与えます。制作のみならず、作品を展示することの重要性を問い直す重要な機会です。4年次は
卒業制作として、一人の表現者の立場からの制作を行います。教員も一人の作家としての視点で
厳しく指導し、作家への第一歩、社会人への第一歩となる作品に集約させていきます。 4

年次

3
年次

22 23MUSASHINO ART UNIVERSITY 2019 MUSASHINO ART UNIVERSITY 2019Painting / Painting CoursePainting / Painting Course

油絵学科油絵専攻カリキュラム



袴田京太朗
『立つ女–複製』
アクリル板、FRP　
H3020×W230×D530mm（2点組の1点）　
2016年

川口起美雄
『二隻の舟』
混合技法、パネル　H915×W1620mm　2010年

吉川民仁
『森の池』
油彩、キャンバス　H1824×W2592mm　
2017年

諏訪敦
『Yorishiro』
Mixed Media on paper / panel　
H861×W1958mm　2016–17年

赤塚祐二
『suspense 3』
油彩、キャンバス　H2270×W1820mm　
2014年 

小林耕平
『東・海・道・中・膝・栗・毛』
ミクストメディア　サイズ可変　2016年　
展示撮影：大西正一

小林孝亘
『Pillow-blue』
油彩、キャンバス　H970×W1303mm　2007年

樺山祐和
『地霊』
油彩、キャンバス　H2440×W3990mm　2015年

専任教員

袴田京太朗（教授［主任］／彫刻）
赤塚祐二（教授／絵画）
樺山祐和（教授／絵画）
川口起美雄（教授／絵画、古典技法研究）
小林孝亘（教授／絵画）
諏訪敦（教授／絵画）
丸山直文（教授／絵画）
水上泰財（教授／絵画）
吉川民仁（教授／絵画）
小林耕平（准教授／現代美術）

客員教授

遠藤彰子（絵画）
土方明司（日本近現代美術）
町田久美（絵画）

丸山直文
『Color of Liver』
acrylic on cotton　H1135×W3400mm　2003年

水上泰財
『防災訓練』
油彩、キャンバス　H1818×W4546mm　2014年

油絵学科版画専攻

Painting / Printmaking Course

［専攻分野］版画

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）教員
免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）教員免許、
学芸員

［学生数］  1学年　25名
2学年　25名
3学年　32名
4学年　28名
合計    110名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://aburae.musabi.ac.jp/pm/
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計画的に制作を進めても、思いがけない効果や偶然で
きた版の表情から新たな表現の可能性に出会う。版画
の魅力は、この計画性と偶然性との狭間にあります。

ブックカバーを木版画・イラストレーションで制作
する実習。版画を入り口に多様な表現の知識・技術
を学ぶからこそ、どのような表現にも柔軟に対応で
きる基礎体力が培われます。

習得に時間がかかる版画技術。「何をどう描くのか」「なぜ描くのか」を
見極めながら、各自の個性を再発見していきます。

ファイン系とデザイン系が重なりながら多方面に展開する版画専攻
の学び。インスタレーションへの関心の高まりから、学年を超えて
参加できるインスタレーションゼミも開講しています。

浮世絵や数々の歴史的出版物に代表されるように、版画は美術作品の領域を超え、

｢社会とつながるメディア」として人々の生活に関わってきました。

絵本やイラストレーション、写真、映像、立体など、あらゆる複製メディア表現にその規範を広げる中、

版画専攻では積み重ねられた版画の「伝統」に向き合うとともに、

版画を起点とした「現代」の美術表現への展開を視野に入れ、

ファイン系とデザイン系の両領域が多層的に重なり合う学びの場を実現しています。

ファイン系とデザイン系が重なり合う
「伝統」と「現代」を見据えた学び。
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絵画基礎 Ⅴ
（版種選択授業 Ⅰ）

絵画基礎 Ⅶ※

（進級制作）

工芸制作 Ⅰ

平面色彩構成
（版種選択授業 Ⅱ）

工芸制作 Ⅱ
（複合版表現）

絵画基礎 Ⅵ※

（主題について／
選択版画〈銅版〉）

前期 後期

1～4年次共通選択科目：Art & Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

絵画基礎 Ⅰ 
（ドローイング Ⅰ／リトグラフ）  絵画基礎 Ⅳ※

（木版） 

造形基礎･選択
「素材と表現」

絵画基礎 Ⅲ※
（シルクスクリーン）絵画基礎 Ⅱ

（ドローイング Ⅱ／銅版）

Fundamental
Subjects 

for 
Art and Design

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修　※は油絵専攻・版画専攻共通科目）

工芸制作 Ⅱ

版画専攻はファイン系として多様な美術表現に向き合いつ
つ、デザイン領域にまたがる学びを深めることができます。
なかでも【工芸制作Ⅱ】では、新しい印刷技術や写真によ
る実習を行う「デジタル表現演習」や、古くからある木口
木版の技法演習と関連づけて、絵本や出版、印刷に関連す
る知識や技術を学ぶ授業を展開しています。

版画の基礎実習を継続しながら、油絵専攻の授業を履修する機会を設け、
単なる技法に終始することなく「描くこと」の本質を追求していきます。
2年次最後には、それぞれが基礎課程で学んだことから、自身の表現に自
由なテーマで挑戦する進級制作を行い、展示します。また、3年次からの専
門課程を前にして、油絵専攻への専攻変更も可能です。

2
年次

絵画基礎 Ⅰ

【絵画基礎Ⅰ】は「版で描く」という感覚体験を学ぶ1年次
初めの授業です。ドローイングとリトグラフによる基礎版画
実習を通して、基礎的な造形力と具体的な技術、技法を習
得するとともに、直接的な描画表現と間接的な版表現の感
覚的な差異を理解し、作品が刻 と々変化する版表現へ柔軟
に対応できる感覚を養います。

版画の技法は実にさまざまで、習得にも時間がかかります。1・2年次はその入り口として、
版画制作と油彩やデッサンによる絵画制作を行き来し、絵画や版画について総合的に考察します。
技法の習得に終始することなく、描くことの意味や本質と向き合い、骨太な基礎力を身につけます。

入学以前の版画経験は限られています。そのため、「版で描く」という感覚
体験の第一歩として、人体ドローイングを描画性の強いリトグラフにする
体験的な授業で、版画制作の導入を行います。その後は、木版・銅版・リ
トグラフ・シルクスクリーンの4版種の基礎技法を幅広く学びます。また、
油絵専攻の学生の一部を受け入れる授業もあります。

1
年次

カリキュラム
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卒業制作

自分の居場所を見つけるというテーマで外の世界を取材し、
Photoshopでの編集を経て創り出された私的イメージを、あ
えて手描きリトグラフによって描き起こした作品。仮想と現実
の往還で辿り着いた自分の居場所として認めることのできる独
自な世界は、多くの情報に囲まれて確かな現実を実感できな
い現代を生きる人たちの感覚をよく表しています。白黒の印刷
ゆえの直截な訴求力と相まって、絵としての鮮烈なリアリティ
があります。

芦川瑞季 『パーソナルスペース』　
H900×W1200mm×4点、H941×W694mm×3点　
紙、リトグラフ

版画実習 Ⅶ
（技法研究） 卒業制作版画実習 Ⅷ

（版画集制作）

前期 後期

4年次の全学生、教員、スタッフの作品を1冊にまとめた版画集を制作します。
版画の特性を知りつつ、各自が40部を超えるエディションを刷る技術が求めら
れる版画専攻の恒例授業です。後期には卒業制作に取り組みます。4版種の工房
ごとの制作を基本としながら、絵本やイラストレーション、写真、映像、イン
スタレーションなど、あらゆるメディア表現への展開も可能です。

4
年次

版画実習 Ⅳ

より高度な専門性を追求し、主専攻とした版種で自由なテー
マの制作に取り組む【版画実習 Ⅳ】。版種ごとの特性を持
つ素材に着眼し、道具や薬品、インクや絵の具の組成を探っ
たり、支持体となる紙や布の知識を深めたりしながら、多
角的な視点で版表現を捉えます。油絵専攻との合同コンクー
ルとして、作品を適切に展示できる力も養います。

熊谷陽奈子 『Times』　
H910×605mm
デジタルプリントにアクリル絵具、クレヨン、スチレンボード

版画実習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
（基礎版画実習）

版画実習 Ⅴ
（自主制作）

版画実習 Ⅳ
（コンクール）

版画実習 Ⅵ
（自主制作）

1～4年次共通選択科目：Art ＆ Communication Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-1・Ⅲ-2

前期 後期

3年次からの専門課程では、木版・銅版・リトグラフ・シルクスクリーンの4版種のいずれかの工房に所属し、
専門的な実習に臨みます。学年を超えて共有する工房は、互いが刺激し合う創造的空気に満ちているはずです。
版種をまたいだ制作や、デザイン領域への展開を志向する学生のための指導体制も整えています。

前期は基礎課程で学んできた4版種を、1版種あたり3～4週間ずつ集中的に学びます。後
期からは主専攻となる版種を選択し、各工房でより高度で専門的な実習と特別講義を受け
ます。また、油絵専攻との合同コンクールでは、全員が作品展示を行い、各教員が選出し
た作品に賞を与えます。作品を発表することの重要性を問い直す機会として実施します。

3
年次
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元田久治
『Foresight-Tokyo Tower II』　
紙、インク、リトグラフ　H695×W900mm　2017年

高浜利也
『Railway』　
ギャラリーなつか・東京 展示風景　2011年

遠藤竜太
『physica-sensus 2016 / torso』　
リトグラフ、インクジェット
H920×W1380mm　2016年

専任教員

遠藤竜太（教授／平版を中心とした「版」による表現）　
高浜利也（教授／版画、インスタレーション等による複合表現）
元田久治（准教授／リトグラフ、絵画）

客員教授

出久根育（絵本、イラストレーション） 彫刻学科

Sculpture

［専攻分野］彫刻

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）教員
免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）教員免許、
学芸員

［学生数］  1学年　38名
2学年　36名
3学年　37名
4学年　35名
合計   146名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://chokoku.musabi.ac.jp/
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彫刻の基本は「どこにでもある材料」から「どこに
もないもの」をつくること。形骸化されがちな創造
の領域の枠を超え、新しい動きを発信していきます。

一人ひとりがそれぞれの方法で自分自身の視点を明
確にしていく過程で、教員や仲間とのコミュニケー
ションは新しい表現を創造する原動力となります。

金属・セラミック工房の制作風景。扱う素材ごとに設け
られた七つの専門工房における指導と自分の視点を探求
するカリキュラムで、学生は表現力を深化させます。

「彫刻とは何か？」。これは、正解のない回答への問いかけです。

彫刻の領域は今もなお拡張し続け、「ここ」あるいは「これ」と特定することはできません。

しかし、彫刻とはどこから来たのか、どのような心の働きの中で展開されてきたのか、

そして彫刻の現在・未来はどうあるべきなのかと問い続けることこそが、彫刻に生命を与えるのです。

本学科は伝統的な素材や技術を重視しながらも、同時代性に重点を置いた指導を行い、

普遍的な問いかけをもって未知の世界の扉を開く表現者を育てます。

設備が整った七つの専門工房を駆使しながら、
作家としての独自の表現領域を探求する。

ブロンズ鋳造の様子。専門工房では専門家にデ
モンストレーションを依頼し、職人の合理性と
重要性を再認識する機会を設けることも。

ミクストメディア工房の様子。伝統的な素材、技術に
限らず、さまざまな素材やデジタル技術なども用いて
彫刻の新しい可能性を模索します。
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彫刻 C、工芸制作 Ⅰ
（選択テーマ）

彫刻 F
（実材実習／金属・石彫）［金属選択］

彫刻 G
（実材実習／金属・木彫）［金属選択］

彫刻 F
（実材実習／金属・石彫）［石彫選択］

彫刻 G
（実材実習／金属・木彫）［木彫選択］

彫刻 D、デザイン Ⅱ
（塑造実習 Ⅰ）

彫刻 E
（塑造実習 Ⅱ）

1～4年次共通選択科目： Art ＆ Communication Ⅲ-1・Ⅲ-2

前期 後期
基礎造形

（表現基礎 Ⅰ）
彫刻 B

（表現基礎 Ⅲ）
造形基礎・選択
「素材と表現」

THE VIRTUAL
FORM Ⅰ

THE VIRTUAL
FORM Ⅱ

Art &
Communication Ⅰ

Art &
Communication Ⅱ

彫刻 A
（表現基礎 Ⅱ）

Fundamental Subjects
for Art and Design

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修）

【彫刻F・G】は、ブロンズ、鉄、石、木から素材を選択し、それぞれの素
材の特性を理解しながら基本的な技術を習得する授業で、「実材実習」と
も呼ばれています。さまざまな素材と向き合い、テーマや技術を絞り込んだ
密度の高い実習が続く2年次の授業において、専門工房を駆使して表現に
向かうための総合的な指導の場でもあります。

彫刻 F・G

生島直也　
鉄
H1000xW2400xD1050mm

1年次で蓄積した興味を独自の課題として展開する力を鍛え、自分自身の視点を明確にして
いくことが2年次の目標です。そのためにカリキュラムはすべて選択制で、自分の目的に
合わせてカリキュラムを組むことができます。また、前半を「塑像実習」、後半を「実材実習」
として、少人数制で密度の高い集中技術指導を行い、さまざまな素材の歴史性や媒体の独
自性への理解を深めます。

2
年次

【基礎造形】は、室内を動き回るコスチュームモデルを、段ボールを使って
等身大で表現する1年次最初の授業です。彫刻表現における視点の多極
性̶̶言い換えれば「目で触る感覚」をどのように表現できるか。構造的
な問題や表現の組み立て方、美術史的な問題などを意識しながら、造形的
な基礎と自分自身の視点を探ります。

基礎造形

成島麻世　
段ボール
H700xW1700x1200mm　

造形的な基礎と自分自身の視点を探ること。彫刻学科はこの二つを表現の基礎と考えています。
1・2年次の基礎課程では、さまざまな素材と向き合うことで得られる身体的な思考を培いながら、
表現技術と課題の設定力を鍛えるとともに、多様な歴史観を学びます。

触覚の持つ知覚の根源性と表現の多様性への理解を深める彫刻学科では、1年次の基礎課程
で「内側のかたち」を感じながら「外側のかたち」を制作する課題など、触覚への理解を
深めるユニークな授業を設けています。正確な立体造形力や差異を意識した課題設定力、
立体的なイマジネーションを身につけ、表現者としてのものの見方を鍛えるとともに、各
課題と美術史を関連づけることで多様な歴史観も学びます。

1
年次
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彫刻 M
（逸脱） 卒業制作彫刻 N

（4年次前期末提示）

前期 後期

彫刻 H
（素材と形態）

彫刻 I
（3年次前期末提示）

1～4年次共通選択科目： Art ＆ Communication Ⅲ-1・Ⅲ-2

Approaches to
3D Form Ⅰ

表現演習 Ⅰ

彫刻 J 
（形象と媒体） 彫刻 L

Approaches to 3D
Form Ⅱ

表現演習 Ⅱ

彫刻 K
（学年末提示）

前期 後期

一見して、樟の丸太に鸚哥を忠実に再現し
たものでないことは明らかで、作者はマ
ケット制作の際に、偶然性をも取り込みな
がら、かたちにディストーションを加えま
した。それを参考に拡大し、樟の丸太に彫
り込んでいく。像そのものの形状に、羽根
や羽毛がまとわりつき、隆起し、渦巻き、
多くの流れをつくり出す。この質量と表面
積は空間に心地よいバイブレーションを放
ち、我々をのみ込んでいきます。

稲垣慎『鸚哥－2』　
樟
H2590×W1890×D1100mm　

卒業制作

卒業制作を前に「逸脱」というテーマで作品を制作し、展覧会を企画することから始まり
ます。3年次後期の作品に対して、素材と表現の縛りや思い込みを払拭し、新たな展開が可
能であるかを試すのが目的です。また、展示することを前提に制作するため、社会で自立
して制作していく基礎を構築できます。後期は、素材に対する各自の専門性やこれまで培っ
てきた表現力を、卒業制作として結実させます。

4
年次

【彫刻H（素材と形態）】では、マケット（雛形）制作とプランニングを通して、
作品のアイデアを現実的に構築し、各自で自由に選択した素材、媒体を表
現に結びつけていきます。専門工房での本格的な制作が始まる3年次にお
いて、技術の修練のみに関心を傾けることなく、自らの感性を改めて見つ
め直す大切な授業です。

彫刻 H

上久保徳子『介すること』　
FRP、単管パイプ、紐、紙、ベニヤ板など
H1900×W2000×D600mm　

カリキュラム

3年次以降の専門課程では、緻密にレイアウトされた7種類の工房をベースに制作します。
一つの教室やコースに留まることなく、目的により制作環境を選択でき、多方面から批評を受けられる環境です。
また、同時代的な表現の視座を探る講義演習系の授業も並行して行い、主体的に課題を設定できる力も養います。

自分自身の視点から生まれる作品のアイデアをもとに、「塑像」「金属・セラミック」「石彫」「プ
ラスチック」「木彫」「ミクストメディア」「コンピュータ」の七つの専門工房を駆使した制
作を開始します。一つの工房で素材を深く追求することも、複数の工房を行き来して独自
の領域を構築していくこともでき、目的によって多方面から批評を受けられるシステムが
特徴です。教員と対話しながら、自身の制作を分析・批判する作業を繰り返し、表現力の
深化を図ります。

3
年次
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専任教員

黒川弘毅（教授［主任］／彫刻〈ブロンズ〉）
伊藤誠（教授／彫刻〈ポリマテリアル〉）
三沢厚彦（教授／彫刻〈木彫〉）
冨井大裕（准教授／彫刻）

客員教授

遠藤利克（彫刻）
岡﨑乾二郎（美術全般・美術批評）　
西尾康之（陰刻による彫塑・彫刻）

黒川弘毅
『Eros 88–93』　
コバヤシ画廊 展示風景　2016年

伊藤誠
『BOAT: T-13』　
ミクストメディア　2013年

冨井大裕
『ball sheet ball』　
アルミ板、スーパーボール　H870×W600×D300mm
2006年　撮影：柳場大　
東京都現代美術館蔵　©Motohiro Tomii, 
Courtesy of Yumiko Chiba Associates

三沢厚彦
『Animal 2016-01』  
樟、油彩　H1620xW1200xD1800mm
2016年　撮影：渡邉郁弘　
©Atsuhiko Misawa, Courtesy of Nishimura Gallery

視覚伝達デザイン学科

Visual Communication Design

［専攻分野］ヴィジュアルコミュニケーション

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）
教員免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）
教員免許、学芸員

［学生数］  1学年　108名
2学年　112名
3学年　110名
4学年　111名
合計 　 441名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://vcd.musabi.ac.jp/
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社会の中でのデザインの役割を学ぶ

3・4 年次では社会で展開されるさまざまなヴィジュアルコミュニケーションデザインを
体験し、誰が、何の目的で、どのような内容を、どのメディアで人々にコミュニケートす
るのかという、デザインの実践的役割とデザインのプロセスを具体的に掘り下げ、専門領
域としての方法や技術を多面的に学びます。その一方で学生は、専門的な学習とは別の視
点から、社会とデザインの関係をじっくり考えるための1年間にわたるテーマを自ら設定
し実践しています（写真左：3年次【ライティングスペースデザイン〈作品講評〉】  写真上：
3・4年次【マーケティングコミュニケーションデザイン】）。

メディアの特性と原理を理解する

2年次ではすべてのメディアコミュニケーションにおいて必要な、“見る
ること”と“見せること”を、印刷工房とコンピュータ工房の機械を用い
たデザインの作品制作実習を通して学びます。そこでは、これまでメディ
アに対して“受け手”であった立場から、“送り手”になる意識に切り替
えます。そしてデザイナーに必要なメディアの特性と原理を理解し、メ
ディア表現の方法論を学びます（写真左：2年次【視覚表現演習】  写真上：
2年次【メディア演習〈シルクスクリーン演習〉】）。

視覚伝達デザイン学科では、どのように「見つめるのか」「見るべきか」「見たか」といった

対象と自身との関係を明確にして、ヴィジュアルコミュニケーションを成立させることのできる人材を

育てます。そのために、コミュニケーションの基盤となる身体性と五感、そして、デザインに必要とされる

メディアを操る技術力、造形力と知力、これらを駆使して社会の多様な要求に応えることのできる

基礎課程と高度な専門領域の科目が用意されています。

「見ること」「伝えること」の
スペシャリストになるための 4年間。

身体から始まるコミュニケーション

1年次では視覚伝達デザインの基礎となる「見ること」「かたちの生成」「伝えること」と
は何かを実践の中で思考し学びます。コミュニケーションの基盤となる自らの身体性、つ
まり眼（視覚）や手（触覚）、声（聴覚）と、それらが複合して現れる意味空間の認知を
基盤とし、かたちの生成、色彩、空間と環境、タイポグラフィ、製図、絵画、彫塑など、
さまざまな演習やグループワークショップが行われます。演習を通して自分、他者、集団
と新鮮な眼で向き合うところから、視覚伝達の原理とダイナミズム、その可能性を学ぶこ
とが求められます（写真上：1年次【タイポグラフィ〈活版実習〉】）。
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視覚伝達デザイン演習

構成演習

メディア演習

視覚表現演習 A～F もしくは空間構成 Ⅱ（教職必修）

視覚言語

フューチャートレンド

Basic Skills of Critique ＆ Presentation

写真演習印刷概論

視覚デザイン論 Ⅱ

前期 後期
色彩構成 Ⅰ＋空間構成 Ⅰ＝複合授業

タイポグラフィ

製図

視覚デザイン論 Ⅰ 視覚伝達造形基礎

Basic Skills of Critique ＆ Presentation

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修）

表現をするために必要な専門知識や技術を習得していきます。前期は、【構成演習（レシピ）】
で、デザインを学習する上で重要な記録・変換・編集・表現というデザインプロセスを学
びます。後期は興味のある分野の専門領域を選択して演習を行います。具体的な印刷技術
やコンピュータの知識、技術などを学び、情報を発信する際に必要とされる表現を選ぶ選
択肢と同時に、デザインの多様性を学びます。

2
年次

構成演習（レシピ）構成演習（レシピ）

視覚伝達表現演習 D（植生） 写真演習

生活における「食＝レシピ」を主題とした演習。2
年次前期の共通課題であり、テーマに対するもの
の見方、考え方、取り組み方が学習の軸となります。
アウトプットのメディアは自由選択です。

旧来までの銀塩写真と最新のデジタル写
真の基礎を学ぶことで、それぞれの違い
を認識し、写真の本質に少しでも近づけ
る写真技術の習得を目指します。

栗原優基 『kakugram』

山市彩
『Rediscover of the Weeds
（雑草の再発見）』

遠藤万由
『変わるキムチ
～伝統食が他国に伝わるという事～』

1年次では視覚伝達デザインの基礎について、実践の中で思考し学びながら、視覚伝達の原理やダイナミズム、
その可能性への理解を深めます。2年次は問題の発見から解決に至るデザインプロセスの実践的理解や、
複製技術、メディア・リテラシーの習得を通して、メディアによるコミュニケーションを拡張させていきます。

「伝え合う」ことの本質的な意味を理解し、メッセージを「目に見える」ものにするための
基礎を身につけることが目標です。そのために、身体の動きと五感、目に見える環境を「線」
「色」「空間」を通して学習します。また、情報伝達に欠かせない「ことば」と「文字」に
ついては、タイポグラフィを通して学びます。さらに万国の共通言語である数字と図面を
使い、製図の技術も習得します。

1
年次

タイポグラフィ

造形による対話（色彩構成・空間構成 Ⅰ）

言葉とは何か、文字とは何かという視
覚言語コミュニケーションの問いかけ
に対する学習。タイプフェイス制作を
通して空間、基点、軸、距離、濃度な
ど、視覚制御の基礎訓練を行います。

まずは今までの凝り固まった学びのス
タイルをほぐします。ワークショップで
の対話によって、視覚伝達デザインを
構成する基本的な要素である「線」「色
彩」「空間」をテーマに、一人ひとり
の発見や驚きを仲間たちとともに考え、
伝え合います。

 A4サイズ冊子形態を仕上がりの条件として、学内にある
植生をテーマにページ構成をする課題。テーマに対する
観察、分析、体験をもとにテキスト・写真・図版を作成し、
編集へと進みます。そしてページレイアウトの構造設計、
デザインへとコマを進め、ページをめくることによって視
覚と触覚による伝達の基礎を学びます。
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前期 後期

視覚伝達デザイン表現演習 Ⅲ～Ⅴ ※

イラストレーション Ⅲ 卒業制作

デザイン特別演習 Ⅱ

視覚伝達デザイン ⅣｰA～J （ゼミ）
※ 視覚伝達デザイン表現演習 Ⅰ～Ⅴ
アイデンティティとブランディングコミュニケーション／イラス
トレーション・フォー・メディア／ヴィジブルランゲージ演習／
映像デザイン／エディトリアルデザイン／音響表現／コンテン
ツ・ビジュアライゼーション／写真／タイプフェイスデザイン／
タイポグラフィック・コンポジション／ベーシックタイポグラフィ
／ダイヤグラムデザイン／データグラフィックス／デジタルア
ニメーション／パッケージデザイン Ⅰ・Ⅱ／編集とデザイン／
ブックバインディング／マーケティングコミュニケーションデザ
イン ⅠA・ⅡA・ⅠB・ⅡB ／モーションイメージ／モノガタリ考

ライティングスペースデザイン Ⅰ A ライティングスペースデザイン Ⅱ A
情報デザイン Ⅱ A or Ⅱ B いずれか一つを選択
環境デザイン Ⅱ A （教職必修）

情報デザイン Ⅰ A or Ⅰ B 

視覚伝達デザイン表現演習 Ⅱ～Ⅴ※　もしくは　イラストレーション Ⅱ  （教職必修）

デザイン特別演習 Ⅰウェブ情報デザイン論

空間構成 Ⅲ （環境デザイン Ⅰ A）（教職必修）

視覚伝達デザイン表現演習 Ⅰ～Ⅴ※　もしくは　イラストレーション Ⅰ （教職必修）

前期 後期

4年次は1年間をかけて、卒業制作という集大成に取り組みます。3年次に引き続き【視覚
伝達デザイン表現演習】での学びを深めながら、これまでの学習をもとにしてゼミを一つ
選択します。ゼミでは卒業制作へとつながるテーマを、各自が培ってきた幅広い分野の中
から絞り込み、その対象に深く迫ります。最終的に、他者に伝達するための最適な表現方
法を見つけ、作品を完成させます。

4
年次

卒業制作卒業制作

卒業制作卒業制作

水文様は動きを加えることで、自然界の生きた水の
ような表情を生み出します。この作品は、そんな水
文様の不思議を手で動かすことによって体験し、発
見するものとして制作しています。

マヤ文明の文字と図像
の考察から導いた石柱
を模した立体です。

モダンデザインの源泉「バウハウス」と「ウ
ルム造形大学」の基礎教育を分析。身体
と道具・素材などの要素を考慮し、多様な
基礎造形を展開するプロジェクトです。

北林みどり 『水文様二十一景』
インスタレーション　2017年

庄司龍郎 『ATOMIC ELEMENTS
reconsideration BAUHAUS, HfG Ulm 
――はじまりのカタチ  
バウハウス・ウルム造形大学再考――』
立体基礎造形　2015年

鈴木健一 『古代マヤは語る』
石柱立体　2017年

茂木美桜 『水仙月の四日』
絵本　2017年

 専門課程に位置づけられる3年次から、Ⅰ群・Ⅱ群という二つの構造を持つ、本学科の特徴的な学びが始まります。
Ⅱ群は3年次前期・後期と4年次前期の3学期間に設定され、社会の多様な要求に応える高度な専門教育です。
また、4年次からはゼミナールに分かれ、学生それぞれがこれまでの学びをさらに深化、高度化させていきます。

授業はⅠ群とⅡ群が並行して進みます。Ⅰ群では「ライティングスペースデザイン」「情報
デザイン」「環境デザイン」のいずれかを選択し、社会とデザインの関係を1年間じっくり
考えていきます。Ⅱ群では専門性の高い多様な授業で構成される【視覚伝達デザイン表現
演習】から各自が関心のある領域を自由に選択し、経験豊富な現役プロフェッショナルの
講師のもとで実践的な知識と技術を学びます。

3
年次

環境デザイン（Ⅰ群） タイポグラフィック・コンポジション（Ⅱ群）

ライティングスペースデザイン（Ⅰ群）ブックバインディング（II群）

和文（漢文）・欧文から一つの書体を選択し、その書
体の歴史、特長を調査、分析し、見本帳を制作します。
文字組版とページ構成の基礎も同時に学びます。

「もの」だけではなく、「こと」や「関係」をデ
ザインすることを通して、デザインを社会に生か
していくことを追究する授業です。

製本の基本技術を身につけた
上で、自分の好きな本のかた
ちを考え、手を動かして制作
していく実習授業です。

描く、書く、記録する、編集する、伝達する
といった書物などの複製メデイアから、動的
なデジタル・ネットワーク空間までを含めたコ
ミュニケーションを対象にした授業です。

専門理論科目（選択） 情報文化論／メディア論／映像論／マーケティングコミュニケーションデザイン論／海外デザイン最新事情 Ⅰ・Ⅱ
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専任教員

寺山祐策（教授［主任］／ヴィジュアルコミュニケーションデザイン、視覚言語）　
齋藤啓子（教授／環境デザイン、ワークショップ実践研究）
白井敬尚（教授／エディトリアルデザイン、タイポグラフィ、グラフィックデザイン）
陣内利博（教授／環境デザイン、メディア環境論）
新島実（教授／グラフィックデザイン、タイポグラフィデザイン）
西本企良（教授／基礎造形、映像デザイン）　
古堅真彦（教授／アルゴリズミックデザイン、視覚伝達デザイン）
石塚英樹（准教授／色彩・コンピュータ）
中野豪雄（准教授／グラフィックデザイン、ブックデザイン、ダイアグラム）
キュー・ジュリヤ（特任教授／デザイン振興の企画・プロデュース）　

客員教授

荒俣宏（博物館を含むヴィジュアルコミュニケーションに関する幅広い分野）
中島信也（TV映像、CM演出、CM表現）　
森本千絵（広告デザインとコミュニケーションデザイン）

新島実／新島ゼミ（卒業制作）
小杉幸一 『silhouettes』
2003年

白井敬尚／白井ゼミ（卒業制作）
吉富ゆい 『Calla Lily typeface family』
タイプフェイスデザイン、造本　
2014年

西本企良／西本ゼミ（卒業制作）
田澤咲紀 『格差社会のLilliputian ―黒すけたちの世界―』
インタラクティブなアニメーション　2012年

古堅真彦／古堅ゼミ（卒業制作）
池田昂己 『大和言葉生成イコライザ』
インスタレーション、グラフィック　2017年

陣内利博／陣内ゼミ（卒業制作）
見里朝希 『あたしだけを見て』
アニメーション　
2015年

寺山祐策／寺山ゼミ（卒業制作）
渡邉佳代子『TSUGIMOJI』
日本建築技術「継手」を使ったアルファベット　2013年

石塚英樹／データグラフィックス（3・4年次選択授業）
柳川智之 『「時間割」の時間』
小説「時間割」をモチーフにした作品　2009年

中野豪雄／ダイヤグラム（3・4年次選択授業）
川崎渉祐 『光の道』
鷹の台駅からムサビまでの地図　2013年

齋藤啓子／齋藤ゼミ（卒業制作）
西木晴香 『世界の「いただきます」
―遊んで学べるままごと玩具―』
2013年

※本ページは教員の授業やゼミの学生作品を掲載しています。

工芸工業デザイン学科

Industrial, Interior and Craft Design

[専攻分野］クラフトデザイン、
インダストリアルデザイン、インテリアデザイン

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術）
教員免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）
教員免許、学芸員、二級木造建築士受験資
格（インテリアデザインコース）

［学生数］  1学年   136名
　　　　  2学年　145名
　　　　  3学年　146名
　　　　  4学年　150名
　　　　 合計 　  577名（2018年 5月現在）

［研究室サイト］http://koude.musabi.ac.jp/
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インテリアデザインコース（INT）

インテリアデザインコースは椅子などのプロダクトから、住
空間や店舗などの空間、さらにその周辺環境まで、異なるス
ケールを対象とします。ものの存在のあり方、人間の行為に
対して概念的なアプローチを行い、具体的な素材に触れなが
ら学ぶことで、既成概念にとらわれないデザインを生み出す
力、人間によって必要な価値を生み出す能力を養います。

インダストリアルデザインコース（ID）

多岐にわたる工業製品全般を対象に、地球社会のニーズに応えるデザイナーの教
養を身につけるため、実践的なプロセスを通してデザイン制作・研究活動を行い
ます。多様化する人々の価値観と絶えず変革する技術を見据え、時代が求める解
決策に積極的に取り組む思考・表現力を持ち、社会との連携を図れるインダスト
リアルデザイナーを育成します。人を軸にした生活環境やプロダクトをデザインする工芸工業デザイン学科では、

人間の生活すべてのコトとモトに関わりを持ちながら、心地よい暮らしを実現するための

豊かな感性と幅広い知識、問題意識を養います。個人での創作活動が主となるクラフト、

より望ましい社会生活全体を構築するインダストリアル、生活空間を思考するインテリアの
3コースから構成され、必要であれば領域を超えてものづくりを追求できる柔軟な環境を整えています。

専門領域を超えてものづくりを追求できる環境で
素材と格闘し、技の大切さ、品質を見分ける眼を養う。

クラフトデザインコース（CD）

クラフトデザインコースは、私たちの生活に深く関わりのある金工、木工、陶磁、ガラス、
テキスタイルを中心に、よりよい生活環境を創造するために、ものづくりを実践する学びと
試みの場です。工芸的な手仕事やプロダクトデザインの可能性を模索しながら制作、提案を
行い、課題ごとに5専攻全体で行う作品の発表や講評もコースの大きな特徴です。
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七宝装飾を施した小箱の制作。規定の小箱の制作を通し、寄
せもの技法と有線七宝の基本技術を習得します。

3D-CAD、3D-CGの概念と操作方法を学び、
それらを活用しコンピューターの中で造形、カ
ラーリングや素材感を検討しながら最終デザイ
ンをまとめ上げます。

壁には空間を分けるという機能以外にもさまざまな
意味が考えられます。自ら見出した壁を切り口に、
住空間のデザインを図面と模型を通して学びます。

クラフトデザイン Ⅱ  金工（彫金技法実習）

インダストリアルデザイン Ⅲ 造形演習 C（デジタル演習）

インテリアデザイン III  住空間のデザイン

後期よりコースに分かれ、アーティストやデザイナーなどの指導のもと、専門性を高めていきます。
クラフトデザインコース［CD］：これからの発想につなげるため、技術と道具を徹底して覚えます。
インダストリアルデザインコース［ID］：造形の美しさと機構の両立を目指して、実制作を重ねます。
インテリアデザインコース［INT］：照明のデザイン、原寸で空間を体感するパーソナルスペース、
住空間のデザインの3課題を通して、インテリアの思考方法と具体的な制作の基礎を学びます。

2
年次

前期 後期

表現実習 ⅠA・ⅠB

表現実習 Ⅱ
編み組み／削り／盛り・成型（材
料置換）／CAD造形演習（選択）

彫塑 I 

プロダクトデザイン理論 Ⅰ

1～4年次選択共通科目：移動態デザイン研究 Ⅰ・Ⅱ／プロダクトデザインプロジェクト A・B／Overseas Activities Ⅰ-1～4・Ⅱ-1～4

クラフトデザイン Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ （専攻別） 金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイル

プロダクトデザイン理論 Ⅱ

インダストリアルデザイン Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  
造形演習 A（イメージからの造形）／造形演習 B（カタチの発想と展開）／造形演習 C（デジタル演習）

インテリアデザイン Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
照明の形と効果／パーソナルスペースのデザイン（身体・行為・空間）／住空間のデザイン

CDコース

IDコース

INTコース

基礎実習（陶磁） 基礎実習 （内と外）

基礎実習 （道具の意味と使い方） 基礎実習（Gift Design～想いをかたちに）

クラフト［CD］、インダストリアル［ID］、インテリア［INT］のすべての領域に共通する
造形感覚、色彩感覚、構成能力、そして美意識を養えるように、基礎実習や基礎演習に力を入れています。
そこで各自の適正を見極めた上で、2年次後期より三つのコースに分かれ、より専門性の高い学びが始まります。

各自の方向性を決める手がかりとして、2年次前期までに、プロダクトを学ぶ上
での基礎となる七つの基礎実習から四つを選択します。また、言語のような存
在とも言える製図やコンピュータ演習などを学びます。この時期に、各自が興
味のある専門コース以外の領域を幅広く学ぶことで、すべての分野に共通して
必要な素材・造形感覚、色彩感覚、構成能力、美意識を養います。

1
年次

前期 後期
学科別科目（■は必修 ■は選択必修）

基礎実習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
金工／木工／陶磁／ガラス／テキスタイル／道具の意味と使い方／動くかたち／Gift Design ～想いをかたちに／座る形のデザイン－素材・構造・体感／デジタルを使ったものづくり

基礎演習 Ⅰ・Ⅱ
色彩演習／色彩・プランニング演習／製図・レンダリング／立体構成／コンピュータ演習

【基礎実習】は、工芸工業デザイン学科での学びの基盤となるさまざま
な考え方や素材の基礎を習得するため、1年間を通して開講される授業で
す。全専任教員が各専門分野の講座を担当します。工芸の基本的な素材
となる金属、木材、土、ガラス、繊維に直に触れ、学生一人ひとりが各
自の資質と重ね合わせ、実体験することを重視しています。

絵画基礎（映像メディア表現を含む）
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CD（テキスタイル専攻）／卒業制作 CD（木工専攻）／卒業制作

INT／卒業制作

ID／卒業制作

門馬さくら 『服は武器だ』
シルクオーガンジー、金糸、銀糸、ビーズ、刺繍
H1070×W780×D4mm
H1230×W1000×D4mm
H1490×W1060×D4mm
H1550×W875×D4mm
H1070×W780×D4mm

シュウ ウケツ
『VIA  2040 AUTONOMOUS
SHARED MOBILITY』
ABS樹脂、3Dプリンター
H472×W737×D362mm

佐藤翔子 『Lucy』
鉄、SBRゴム、焼付塗装　
H230×W400×D210×4点

佐藤佑『Dolce』
ホワイトビーチ、布
H1400×
W1000×
D1000mm

CD：前期は自由課題を中心としたカリキュラムを多く設け、各自の創作活動・研
究を深めます。ID：社会性をテーマにしたプロダクト制作と、卒業制作のリサーチ
を進めます。INT：地域や土地へのつながりを考えた課題に取り組みます。
後期は4年間で培った知識・技術・造形力を集結し、各コース自由なテーマで卒業
制作に取り組みます。

4
年次

クラフトデザイン Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ（専攻別）
金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイル

卒業制作

インダストリアルデザイン Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ
環境とデザイン／社会とデザイン（問題発見と提案）／社会とデザイン（デザインの構築）

インテリアデザイン Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ
「食」空間の企画とデザイン／Material Matters ／人・環境・文化／Future Calling ／インテリア環境のデザイン

前期 後期

繊細なシルクオーガンジーに緻密な刺繍と
ビーズワークを施した見事な手仕事。服、つ
まり鎧を纏い、日々生き抜く力を得ている現
代人像が浮かんでくるようです。

この作品は商空間で視覚的にリラックスを演出するた
めにデザインされました。日常の生活を感じさせない
ため、従来の椅子構造を取らず、すべて縦方向の棒
材で構成されています。材質はブナの柾目を熱湯に浸
し、僅かに曲げて綺麗なラインをつくり上げています。

鉄板とゴムシートの組み合わせに
よる造形。空間の中に存在する
「物」の内側と外側、そこに生ま
れる境界という非常に難しいテー
マを独自の切り口で極めて簡潔に
表現した優秀作品です。

自動化技術が進んだ20数年後のシェ
アモビリティー。公共性を考えたウォー
クスルーで、自動制御で前後左右に移
動できる、いわゆる自動車の延長上に
ない新しい姿が秀逸です。

2年次後期から引き続き、各コース、専攻に分かれて、それぞれの専門性を追求していきます。
作品制作に打ち込む学生には個性の確立、コースによっては産学連携、インターンシップなど
社会性を身につける機会も豊富に用意して、人の生活に必要なコトとモノを提案できる力を養います。

CD：木工・金工・ガラス・陶磁・テキスタイルの各素材に分かれ、基礎技術にデザインコンセプト
を絡めたものづくりを実践します。ID：造形と機能の両立に加えて、ターゲットユーザーを意識した
制作を進めます。後期は家電・日用品とカーデザインのゼミに分かれ、専門性を深めます。INT：家
具から住居や店舗などの空間までを学ぶことで、モノだけでなく周りの空間にも視野を広げる思考
力を養います。また、椅子、本を置くためのプロダクトを原寸制作する体感的な学習も行います。

3
年次

クラフトデザイン Ⅵ　陶磁 インダストリアルデザイン VII　ユニバーサルデザイン

インテリアデザイン V　チェアのデザイン

クラフトデザイン Ⅳ・Ⅴ（専攻別）
金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイル

インダストリアルデザイン Ⅳ・Ⅴ
ライフスタイルデザイン／プロダクトデザイン・ゼミ（プロダクトインターフェース／機能と造
形）／モビリティーデザイン・ゼミ（モビリティーデザイン導入／モビリティーデザイン）

インダストリアルデザイン Ⅵ・Ⅶ
プロダクトデザイン・ゼミ（生活環境とデザイン／ユニバーサルデザイン）／モビリティーデ
ザイン・ゼミ（生活環境とデザイン／都市モビリティーとユニバーサルデザイン）

クラフトデザイン Ⅵ・Ⅶ（専攻別）
金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイル

インテリアデザイン IV・V  インテリアエレメントのデザイン／チェアのデザイン インテリアデザイン VI・VII  住環境デザイン／物販店のデザイン

機構学 工業技術概論

1～4年次選択共通科目：移動態デザイン研究 Ⅰ・Ⅱ／プロダクトデザインプロジェクト A・B／Overseas Activities Ⅰ-1～4・Ⅱ-1～4

前期 後期
CDコース

IDコース

INTコース

和菓子をテーマに器をデザインし、制作す
る課題です。この作品は石のような形態と
質感で晩秋の季節感を表現しています。

生活用品や機器のユニバーサルデザイン（UD）を提案します。
UD7原則やUD概念について理解を深め、使い手との対話を
重ねながら具体的な提案を行います。電動工具のUD化を目
指したモデル（写真）は、誰もが使える配慮が施されています。

素材、用途を自由に椅子をデザインす
る課題です。この作品は限りなく薄く
細いシルエットを極めて緻密に重ねら
れるように設計することで「影」のよう
な椅子の在り方を示しています。
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専任教員

十時啓悦（教授［主任］／木材工芸および漆芸）　
伊藤真一（教授／インテリアデザイン、家具デザイン）　
稲田真一（教授／カーデザイン）
大村俊二（教授／ガラス造形）
鈴木洋（教授／金属工芸）　
田中桂太（教授／インダストリアルデザイン）
中原俊三郎（教授／プロダクトデザイン）
西川聡（教授／クラフトデザイン、陶磁）
山中一宏（教授／インテリアデザイン、プロダクトデザイン）
鈴木純子（准教授／テキスタイルデザイン＆アート）

客員教授

梅﨑健（サーフェスデザイン）
志村美治（インテリアデザイン）
樋田豊郎（東京庭園美術館館長、工芸評論家）

大村俊二
『流　黒大筒　Black Streams』
H880×W190×D200mm　2011年

西川聡
『花器』
陶　W240×H120mm　2012年
花：上野雄次　写真：大隅圭介

鈴木洋
『Aqua – Poesy Ⅶ』
silver　H270xW185xD185mm

鈴木純子
『空－home』
絹　H2500×W800×D10mm　
2016年

山中一宏
『Paper Torch』
紙、LED　2013年

田中桂太
『TOSHIBA WEARABLE STAR P-6001』

稲田真一
『トヨタ「アベンシス」（2代目）』
全体デザイン　2003年　
トヨタ自動車（株）ニュースリリースより

十時啓悦
『土漆盛器』
栗材轆轤挽き錆仕上げ
H130xW180xD180mm
2010年

中原俊三郎
『HITACHI CDプレーヤー／DA-W600（海外モデル）』

伊藤真一
『Bamboo Chair』
竹　H750×W480×D520mm
2010年

［専攻分野］セノグラフィ、インテリアデザイン、
環境計画、ファッションデザイン

［取得可能な資格］中学校教諭一種(美術)、
教員免許、高等学校教諭一種(美術・工芸) 
教員免許、学芸員

［学生数］ 1学年　126名
2学年　137名
3学年　132名
4学年　141名
合計  　 536名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://kuude.musabi.ac.jp/

空間演出デザイン学科

Scenography,
Display and Fashion Design
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ファッションデザインコース

ブランドの企画や設立、生産、流通、ショー、広報など、総合的な
知識と技術に加え、プロデュース能力を養います。衣服を中心に、
それを取り巻く文化の活性化や継承、都市や情報の環境など多様な
研究や制作を展開します。

セノグラフィコース

セノグラフィは光景（シーン）と記述（グラフィ）から成る言葉で、舞台美術の
ように、架空の物語や演者の身体が置かれる空間を場面として表現する領域です。
CMやイベントの企画・制作・運営などへの展開も視野に入れています。

環境計画コース

自然現象や社会的・文化的な慣習など、日常の中のさまざまな関係性をものづくりの
視点に取り入れ、生活に欠かせない機能からのアプローチやインスタレーションなど、
幅広い手法によって人間と環境との新たな関係を構築します。

インテリアデザインコース

ショップやパブリックスペースなどの空間デザインが軸になり
ます。さまざまな素材と表現方法を学び、環境と人とものとの
関係のあり方を時間軸にとらわれない自由な発想で探りなが
ら、魅力あるデザインを目指します。

セノグラフィ、インテリアデザイン、環境計画、ファッションデザインの 4コースから成る本学科は、

扱う領域はさまざまですが、「人を幸せにしたい」という共通の想いを持っています。

空間をデザインするには、時間とともに変化する自然の姿から学ぶことはもちろん、

美術・デザインの歴史や技法、新しいメディアや技術への理解を深めることも大切です。

そして個々の感性が集結することで、初めて空間は成立します。独自の表現力と豊かな創造性を養い、

人間の営みが展開される空間を、より豊かに美しく形づくるデザイナーを育てます。

4コースが交差する自由自在な環境で
空間を豊かに美しく形づくるデザイナーを養う。
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【空間演出デザインⅠ～Ⅲ】はセノグラフィ、空間1（イ
ンテリアデザイン）、空間 2（環境計画)、ファッション
デザインの四つのコースから自由に選択します。三つの
授業を通して同じコースを選択することも、それぞれ違
うコースを選択することもでき、自在な選択によって多
様な領域に触れ、イメージや発想を深めます。

照明への理解を深める授業です。既存の空間を光で変容させる
時間軸のデザインを体得する「環境照明」と、光を意識した舞
台美術を考察する「舞台照明」のどちらかを選択します。

グループ制作による構想から制作までの空間構成実習を、セノ
グラフィ／舞台表現への可能性そのものと捉え、一般公開を前
提に、リアルな空間表現を追求します。

空間演出デザイン Ⅱ （空間 2〈環境計画〉「身体を預ける道具」） 空間演出デザイン Ⅳ （照明）

空間演出デザイン Ⅲ （ファッションデザイン「ethnic is current」）

実材実習 Ⅰ・Ⅱ （グループ制作）

4コースにおける多様な各教員の授業を自由に選択しながら、発想の根源的な意
味を探り、独自の創造性を培っていきます。後期最後の【実材実習Ⅰ・Ⅱ】では、
各グループが空間、構成、素材、メディアを選定し、独自性のある大きな空間
表現に取り組みます。4年間で最大規模の作品発表で一般公開も実施。この1年
を通して、3年次からのコース選択への足がかりを築きます。

2
年次

前期 後期
製図 Ⅱ空間演出デザイン Ⅰ

（選択）

比較演劇論※2 演出論※2実材実習 Ⅰ・Ⅱ
（グループ制作）

衣服論 Ⅰ※2 色彩計画論 Ⅱ※2空間演出デザイン Ⅳ
（選択）

色彩計画論 Ⅰ※2 比較空間論※2衣服論 Ⅱ※2

サーフェスデザイン空間演出デザイン Ⅱ
（選択）

空間演出デザイン Ⅲ
（選択）

デザイン基礎 Ⅰ （身体とメディア「影の劇場」）

デザイン基礎 Ⅲ （身体と空間「空間 巣」） デザイン基礎 II （身体ともの「Body Form」）

1年次はデザインと空間の関係を考える基礎実習
が展開されます。左：「身体とメディア」をテーマに、
光を媒体として動く造形表現を追求する【デザイ
ン基礎Ⅰ】　左下：日常を取り巻く「空間」に向き
合う 【デザイン基礎 Ⅲ】 右下：「Body Form」を
テーマに、ファッションを通して「人間」の探求を
試みる【デザイン基礎 Ⅱ】

各コースが相互に交差して影響し合うカリキュラムで、多様な造形表現と個性溢れる発想をともなった
空間演出に携わる人材育成を目指します。1・2年次では、実習授業を通して身体を軸に
基礎的な造形力や見立てによる空間造形と演出方法を学び、各自が自由な道のりを選択して表現の独自性を追求します。

本学科が扱う領域は、人間が使ったり接したりする「空間」です。その基礎実
習の第一段階として、セノグラフィ、空間、ファッションの各領域から「身体」
を軸に、「メディア」「もの」「空間」との関連を考えます。また、基礎的な造形
プロセスの実習や、製図、ドローイング技法の実習を通して、自身の立体表現
をプレゼンテーションするために不可欠な技術を習得します。

1
年次

前期 後期
学科別科目（■は必修 ■は選択必修　※1は1・3年次共通選択科目 ※2は2・4年次共通選択科目）

デザイン基礎 Ⅰ
（身体とメディア）

絵画 Ⅱ
（教職履修者のみ） 空間演出デザイン論

情報機能論※1

空間メディア論 Ⅰ※1

デザイン基礎 Ⅳ
（身体と遊戯）

製図 Ⅰ 空間メディア論 Ⅱ※1デザイン基礎 Ⅱ
（身体ともの）

デザイン基礎 Ⅲ
（身体と空間）
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街が寝静まったあと、まるで目眩くメリーゴーランドの
ように、星座をつくる不器用でも夢に溢れた鉄のマシ
ンたちが屋根の上に姿を現す。人間の在り余る空想の
入り口として、世界にたった1枚の「扉」しかなかった
としたら、それがここにあると感じさせる作品です。

手をかけ思いをつのらせ淡々とトイレット
ペーパーを編み続けた作品。ただそれだけ
なのに、とてつもない力を感じます。ただ
単に編み続けたからこそ、近代合理主義で
は起こりえない強い力が溢れ出ています。

日本橋の下にある船着場を新たにデザイン・設計
した作品。サービス、飲食などの役割を持つ各ユ
ニットは極めてシンプルでありながら、ランドスケー
プの形状の複雑さを逆手に取り、ユニークな絡み
合いを見せています。

大胆かつ繊細、硬質かつナイーブ、シンプルかつ
緻密、作者の衣服づくりに向かう姿勢は常にそん
な印象を持ちます。ファッションを単なる身体装
飾や一過性の捉えどころのない領域とは捉えず、
常に独自の視点から模索し切り込んでいく姿勢も
評価に値します。

セノグラフィコース（小竹ゼミナール）／卒業制作 インテリアデザインコース（片山ゼミナール）／卒業制作

ファッションデザインコース（天野ゼミナール）／卒業制作環境計画コース（小泉ゼミナール）／卒業制作

本多悠悟・矢口由奈
『outer suburbia』
キネティックインスタレーション　
鉄、木材、モーター、ほか　
H4000×W9400×D9400mm

松下千尋『白日に告げる』
インスタレーション　
トイレットペーパー　
H2400×W9000×D6000mm

市森天颯（HAYATE ICHIMORI）
『POTTERY』
ファッションショー　
メルトン　8点

岩瀬結香里
『日本橋船着場̶TUNAGU』
模型　スチレンボード、木材、
スタイロフォーム、他　
H2000×W1800×D1800mm

3年次後期からは、10名の教員が主宰する各ゼミナールへ進みます。4年次は
各専門領域で多様な表現を試み、その成果として卒業制作に挑みます。担当教
員の指導のもと、4年間で学んだ空間に対する各自の視点を造形表現し、その
意図が第三者にスムーズに伝達されることを目指します。

4
年次

前期 後期
セノグラフィ I （ゼミナール）セノグラフィ F・G・H （ゼミナール）

空間 1 （インテリアデザイン） I （ゼミナール）空間 1 （インテリアデザイン） F・G・H （ゼミナール）

空間 2 （環境計画） I （ゼミナール）空間 2 （環境計画） F・G・H （ゼミナール）

ファッションデザイン I （ゼミナール）ファッションデザイン F・G・H （ゼミナール）

比較演劇論※2 色彩計画論 Ⅱ※2衣服論 Ⅰ※2 衣服論 Ⅱ※2色彩計画論 Ⅰ※2 演出論※2 比較空間論※2

卒業制作

身体表現や舞台美術に対する考え方を広げ、
より柔軟な発想や想像力を身につける前期授
業を経て、後期からは各教授によるゼミナー
ルで専門性を深めていきます。

既成概念にとらわれない空間の捉え方を探
り、建築的思考で自由な表現にも取り組む前
期授業を経て、後期では各ゼミナールで人間
と環境との新たな関係の構築を目指します。

前期では商業を目的としたインテリア空間
を、光と空間の関係も含めて総合的に設計
できる力を身につけます。後期からゼミナー
ル形式による実習を展開します。

前期ではファッションデザインを構成する重要
なポイントを押さえた研究と制作を展開します。
後期のゼミナールでは、海外招聘教授による
ワークショップを組むこともあります。

セノグラフィコース／セノグラフィ A・B・C インテリアデザインコース／空間 1（インテリアデザイン） A・B・C

ファッションデザインコース／ファッションデザイン A・B・C環境計画コース／空間 2（環境計画） A・B・C

3年次以降はセノグラフィ、インテリアデザイン、環境計画、ファッションデザインの
四つのコースに分かれます（コースの詳細はP.58～59）。3年次後期より、多彩な分野から集結した
10名の教員が主宰する各ゼミナールに進み、個性豊かな専門性を養います。

コースに分かれて専門教育に移行しながら、それぞれの分野における課題に取
り組み、後半にはゼミナール形式による専門教育で更なる表現力の深化を目指
します。コースによって随時、舞台公演や公開展示を行い、より実践に近い姿
で、社会へ分け入るリアルな創造性を試します。

3
年次

前期 後期
セノグラフィ A・B・C セノグラフィ D・E （ゼミナール）

空間 1 （インテリアデザイン） A・B・C 空間 1 （インテリアデザイン） D・E （ゼミナール）

空間 2 （環境計画） A・B・C 空間 2 （環境計画） D・E （ゼミナール）

ファッションデザイン A・B・C ファッションデザイン D・E （ゼミナール）

セノグラフィコース

インテリアデザインコース

環境計画コース

ファッションデザインコース

情報機能論※1 空間メディア論 Ⅱ※1空間メディア論 Ⅰ※1 インテリアデザイン史
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小泉誠
『こいずみ道具店』
地区50年の店舗兼住居の改装　2013年

池田ともゆき
『シェイクスピア 試作』

小竹信節
『夢の劇ードリーム・プレイー』
舞台美術　KAAT神奈川芸術劇場プロデュース　2016年

鈴木康広
『「見立て」の実験室』
金沢21世紀美術館でのプロジェクト展示　2014年
photo: Keizo Kioku / courtesy: 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa

パトリック・ケビン・ライアン
『YAB-YUM 2017AW』
ファッションデザイン　2017年

片山正通
『INTERSECT BY LEXUS-TOKYO』
空間デザイン　2017年

五十嵐久枝
『Sogen office』
空間を色で着せ替えよう！展 展示風景　2015年

太田雅公
『Die Zauberflöte（魔笛）』
オーストリア・リンツ州立劇場　2013年　

津村耕佑
『FINAL HOME』
「究極の家」というコンセプトの
都市型サヴァイバルウエアー　
1992年

天野勝
『無印良品』
衣料品のデザイン　1984年

専任教員

小泉誠（教授［主任］／インテリア、住宅、生活道具のデザイン）　
天野勝（教授／ファッションデザイン）
五十嵐久枝（教授／インテリア・家具デザイン）
池田ともゆき（教授／舞台美術・装置）　
太田雅公（教授／舞台衣装）
片山正通（教授／インテリアデザイン）　
小竹信節（教授／舞台美術、アートディレクション）
津村耕佑（教授／ファッションデザイン）　
パトリック・ケビン・ライアン（教授／ファッションデザイン）
鈴木康広（准教授／環境デザイン、アーティスト）

客員教授

島次郎（舞台美術）　
堀尾幸男（舞台美術）　
面出薫（照明デザイン）

建築学科

Architecture

［専攻分野］建築

［取得可能な資格］一級建築士受験資格（2年以
上の実務経験が必要）、二級建築士・木造建築
士受験資格（実務経験必要なし）、学芸員
※建築士受験資格は、工学部建築学科と同様です。

［学生数］ 1学年　91名
　　　　 2学年　84名
　　　　 3学年　92名
　　　　 4学年　91名
　　　　 合計 　358名（2018年5月現在）

［研究室サイト］http://www.arc.musabi.ac.jp/
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4年間必修の【設計計画】は、建築学科の教育の大
きな軸。設計・デザイン基礎に始まり、住宅から公
共施設、複合用途の施設等の設計方法や、各種構造・
工法、建築計画に取り組みます。

【設計計画】の発表風景。学生は個人・グループで
計画を進め、最終段階では指導教員・学生の前で、
作品をプレゼンテーションします。

【設計計画】でつくる図面・模型。建築図面と
模型は建築の学びにおいて重要なツールです。
図面・模型の表現を1年次から学び、各自がそ
れぞれの技術と手法を磨いていきます。

インテリアから住宅・各種建築・地域・都市・環境・ランドスケープまで、人間の関わる空間すべてを対象に、

人間の活動を支え居場所となる良質な環境づくりが建築の役割です。

建築学科では、空間を構成する造形能力を身につけ、建築と、生活基盤である場所や地域との

有機的関係の構築を学びます。また、社会の仕組みに働きかけ、新たな社会と価値の創造に関わる

建築の現状把握や歴史的考察のための分析能力を習得し、文化やアート、デザインの教養も深めていきます。

建築をトータルな表現として学ぶ【設計計画】をカリキュラムのコアとし、
3年次からは少人数のスタジオに分かれ、今日的なテーマとジャンルの課題にチャレンジします。

美術大学ならではの環境から刺激を受けて、
美的価値を含めた建築の探求と創造を目指す。

卒業制作（4年次）の講評会の様子。学内の教室・ギャ
ラリー・共有スペース・広場など、学生自らが選んだ卒
業制作作品の展示・設営場所で、全専任教員と学生参加
のもとプレゼンテーションを行い、講評を受けます。
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設計計画 Ⅱ-1

設計計画 Ⅱ-2

設計計画 Ⅱ

建築材料学・実験 Ⅰ

基礎造形

建築計画 A

 構造力学 Ⅰ

計画原論 A 建築構法

応用数学 写真表現

1～4年次共通選択科目： エクスチェンジ・プログラム Ⅰ・Ⅱ／コラボレイティブ・プロジェクト Ⅰ・Ⅱ

2・3・4年次共通選択科目
［設計基礎、造形基礎］造形演習
［建築計画、建築意匠］建築計画B／計画原論B／建築意匠B／
建築概論A, B／建築デザイン論／建築形態論
［建築の要素技術、法規］建築材料学・実験Ⅱ／構造力学Ⅱ／
建築設備・実験Ⅱ／建築施工Ⅱ／建築法規Ⅱ／構造デザインⅡ
［環境デザイン、環境造形］環境計画a, b／都市デザインB
／ランドスケープデザイン概論／ランドスケープデザイン
近代史／庭園史

図学

設計計画 I

構造デザイン I基礎数学

建築設計基礎

構造力学基礎

建築設計表現設計基礎、造形基礎

建築計画、建築意匠

設計、研究

建築の要素技術、法規

環境デザイン、環境造形

【設計計画 Ⅱ】では、設計・デザインの基礎課程として、
もっともベーシックな用途である住宅をはじめ、小規
模公共建築や複合用途の建築の設計を学びます。私
的空間から公的空間へ、単機能から複合機能へ、よ
り規模の大きな建築を指向する流れの中で、地域の固
有な生活文化・住環境の読解、木造建築の架構技法、
建物利用者の諸活動を分析し、再編成する提案を含
めた設計方法などを学びます。 

前澤尚佳 『City』

磯野信 『KIRIDOHSHI』

多様な専門科目と【設計計画】を連動して進行し、建築デザインの表現技法とともに、計画・設
計の方法を身につけます。【設計計画Ⅱ】では、住宅や公共的機能を持つ建築の設計課題に取り組
みます。造形的な側面に加えて、建築の社会性・文化性に着目し、建築デザインを多面的に深く
考えることが目的です。また【環境計画】や【基礎造形】など、学科独自の講義も行います。

2
年次

前期 後期

後期からは4年間を通して学科の中心科目となる【設計計画】
（建築設計演習）が始まります。1年次の【設計計画】では、大
学キャンパスを実測して建築のスケール感を把握し、原寸大の
モックアップを角材で制作することで、構造・工法・空間の構成、
環境の読み取り、身体感覚などを習得します。

前期に開講される【建築設計基礎】【図学】【建築設
計表現】は、建築デザインの基礎や表現技法を学ぶ
授業です。名作のトレースや小建築の設計を通して図面
（CADと手描き）と模型表現を習得し、建築の構想か
ら設計に至る方法を時代背景とともに研究します。

石川直実・佐橋飄・藤田耀平・岩野衿花・武田涼花 『通る空間 溜まる空間』

 杉澤にれ 
『一緒にデザインする家』

大嶋笙平 『空とのカイコウ』

教育の大きな軸は、1年次から始まる4年間必修の【設計計画】。「計画=planning」と「設計=design」を
分けることなく、トータルな表現として建築に取り組むための演習課題です。講義で身につけた知識・技術を
【設計計画】の課題に集約、統合させるように、豊かな創造性を育むカリキュラムが工夫されています。

1年次は絵画・彫刻・デザインなど、造形の基礎を広く学びます。他学科開設の実習科目で建築
に隣接するデザインに触れながら、建築史・美術・デザイン理論などの講義科目も選択できます。
建築デザインの基礎を学ぶ授業や、建築士資格に必要な構造力学、構造デザインなど工学的内
容の授業も 1年次から始まります。工学部系建築学科のカリキュラムに比べ、造形教育、建築
デザイン教育に重点が置かれ、1年を通して造形力・表現力の基礎を身につけていきます。

1
年次

建築設計基礎・図学・建築設計表現 設計計画 Ⅰ-1

設計計画 Ⅰ-2

前期 後期
学科別科目（■は必修 ■は選択必修）
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前期
設計計画 Ⅳ （スタジオ選択） 卒業研究・卒業制作（スタジオ選択）

1～4年次共通選択科目： エクスチェンジ・プログラム Ⅰ・Ⅱ／コラボレイティブ・プロジェクト Ⅰ・Ⅱ

設計基礎、造形基礎

建築計画、建築意匠

設計、研究

建築の要素技術、法規

環境デザイン、環境造形

前期 後期
設計計画 Ⅲ （スタジオ選択）

建築意匠 A

建築設備・実験 Ⅰ

都市デザイン A

建築計画 C

建築施工 Ⅰ建築法規 Ⅰ

品川駅の地下40mに建設中のリニアモーターカー
の駅を、巨大なヴォイド空間によって顕在化させた
提案。既存の品川駅から地下へ広がる動線を見事に
計画し、平面と断面によって丹念に設計した空間は、
シークエンスの構成、プロポーションなど秀逸な建
築です。卒業制作において、この規模の建築を計画
し、圧倒的な図面と模型によるプレゼンテーション
は、質、量とも圧巻の内容です。

怪しげなホテル「space 7」は、建築家・芦原義
信が設計した本学7号館1階階段下の、普段は物
置場として使われている隙間空間にインスタレー
ションしたものです。この空間はキャンパス内で
も南側に面し休憩所とも隣接した、学生たちには
比較的人気のある場所でありながら、なんとなく
忘れられた空間でもありました。今回、作者はこ
の隙間空間に、現代人の誰もが持つ「心のスキマ」
を埋めるための異空間を制作したと言えます。

卒業制作

卒業制作

 4年次には1年間を通して一つのスタジオに所属します。【設計計画 Ⅳ】では空間やものづくりに関わ
るさまざまな視点から、スタジオの教員と非常勤講師のコラボレーションにより、社会における建築
や環境のデザインを意識した課題が出題されます。各スタジオのテーマを深化させる課題を通して、
自身の将来の建築との関わり方を考えます。そして、4年間の集大成となる卒業制作に取り組みます。

4
年次

石井夏帆 『space 7』

山田陽平 『品川駅改造計画 －都市を異化する－』

後期

長谷川スタジオ／設計計画 Ⅲ-2

布施スタジオ／設計計画 Ⅲ-2

3年次以降の【設計計画】とゼミナール（卒業論文・卒業制作指導）は、各教員主宰のスタジオ単位で行われます。
学生は自身の関心をもとにスタジオを選択し、個性を伸ばしていきます。なお、一級建築士、二級建築士、木造建築士の
受験資格は、4年間を通して必要な科目および単位数を履修することで得られます。

 3年次の【設計計画 Ⅲ】はスタジオ選択制となります。担当教員が独自のテーマ
を掲げる八つのスタジオから、前期・後期で一つずつ選択し、本格的な制作を通
して自分の関心あるテーマを模索・発見します。また、講義科目では2年次まで
のベーシックな科目内容から、より実務的・専門的な知識を学びます。

3
年次

渡邉和 『CLIFF HOUSE』　写真：村松 聡

木本汐音 『まざり合う、都市の居場所と墓地の居場所』　写真：村松 聡

3・4年次の【設計計画】は以下のスタジオ単位で行います。
分野としても建築デザイン、環境造形、ランドスケープデ
ザインなど多岐にわたるのが特徴です。

鈴木スタジオ ［身体から建築と都市を考える］
小西スタジオ ［建築と構造の融合］
高橋スタジオ ［社会と場所の関係から］
長谷川スタジオ ［ランドスケープデザイン、
　　　　　　　風景と私たちの営みの関係を探る］

布施スタジオ ［建築空間の形式と可能性］
源スタジオ ［モノからの建築デザイン］
菊地スタジオ ［地形と建築の新たな関係］
土屋スタジオ ［環境造形、アートの視点から］
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建築学科カリキュラム



専任教員

鈴木明（教授［主任］／建築計画、建築論、ワークショップ）
菊地宏（教授／建築デザイン）
小西泰孝（教授／構造デザイン）
高橋晶子（教授／建築デザイン）
長谷川浩己（教授／ランドスケープ・アーキテクチュア）
布施茂（教授／建築設計、建築デザイン）　
源愛日児（教授／建築構法計画）

客員教授

アストリッド・クライン（インテリアデザインの分野）
土屋公雄（パブリックアート、サイトスペシフィックワーク、ランドスケープ）
横河健（建築空間と人生を豊かにするためのデザイン）
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基礎デザイン学科

布施茂
『House in ABIKO』
住宅設計

長谷川浩己
『虎渓用水広場（多治見駅前）』
多治見駅前に明治時代からの用水を新たに引き込み、広場の出現を
通して駅を通過の場から滞在の場へと変換させた

菊地宏
『大泉の家』
鉄道沿線に建つ三階建ての個人住宅

源愛日児
『house MK －線と囲いについて－』
線上に現れる所在感、囲われた空間の所在感、
異なる所在感による場の構成
写真：鈴木悠

小西泰孝
『中国美術学院民芸博物館』
構造デザイン　
建築：隈研吾建築都市設計事務所　photo：Eiichi Kano

高橋晶子
『木の洞窟』
熊本県人吉市に建つ熊本県立球磨工業高校管理棟の改築

鈴木明
『ベニヤの家』
｢建築教室」ワークショップ昭和記念公園にて（2000年～）

［専攻分野］デザイン理論、およびヴィジュア
ルコミュニケーション、インフォメーション、プ
ロダクト環境などの計画・研究

［取得可能な資格］学芸員

［学生数］1学年　77名
2学年　79名
3学年　86名
4学年　80名
合計 　322名(2018年5月現在）

［研究室サイト］ http://www.kisode.com/

基礎デザイン学科

Science of Design
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基礎デザイン学科

光の色を絵具で再現するのはとても難しいことですが、【色彩論Ⅰ】
の課題では、ストロボの光、虹、朝焼けの雲や空、りん光、暗い行
灯など、さまざまな光の特徴を捉えて、その表現に挑戦します。色
の基本的な知識を体験し、色知覚の感性を高めること、色を作品に
応用することが目標です。

自然は、より少ない要素で最大限のエネルギーを生むよ
うな調整を行っています。エコロジー（生態学）とは、
自然がふるまうエコノミー（経済）活動。自然は、理に
かなった論理性と絶妙な構造の美しさを秘め、私たちを
魅了して止みません。そんな自然の調整システムや数学
的な秩序を学び、未来の造形を目指します。

学科概要

デザインとは、生活者が本来あってほしいと願う「かたち」をつくり出すこと。

そして、生活の中の行為やふるまいなどを考察し、おのずと「かたち」が浮かび上がってくる瞬間に

立ち会うことです。基礎デザイン学科は、すでにあるデザイン領域に対応する技術を

教える場ではありません。分化されたデザイナー養成のあり方を見直し、

「かたち」の生成力を身につけるカリキュラムで、生活の中で本来あるべきデザイン、

「かたちの本質」を構想し、提案できるデザイナーを育成します。

やわらかな頭脳と感性を育みながら、
デザインのあるべき姿を問い続ける。

オープンキャンパスの展示風景。基礎デザイン学科では、
毎年学生が中心となり、展示空間の企画から設営までを
行います。具体的な体験を通して、学生各自の問題意識
やデザイン・テーマの展開方法を発見する機会です。

タイポグラフィを広義の意味で捉え、空間の中でのポイ
エーシスの生成を目指す演習の様子。音楽のリズムや旋
律、拍子を、自ら制作した詩と図像によって、文字組版、
空間構成へと拡張します。



デザイン論 ⅡA デザイン論 ⅡB表示方法論 Ⅱ・Ⅲ プロダクトランゲージ研究タイポグラフィ研究 a 知覚方法論

記号論 ⅠA 記号論 ⅠBテクスト研究 ヴィジュアルランゲージ研究シルクスクリーン演習

色彩論 Ⅱ 形態論 Ⅱデジタルイメージ研究 タイポグラフィ研究 b

2～4年次選択共通科目：Design Project E（英語による授業）

前期 後期

デザイン論 ⅠA 色彩論 Ⅰ デザイン論 ⅠB プロダクト材料演習

言語表現論 形態論 Ⅰ コミュニケーション実習

コンピュータ演習 Ⅰ表示方法論 Ⅰ

前期 後期
学科別科目（■は必修  ■は選択必修）
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基礎デザイン学科

【デザイン論】【形態論】【色彩論】を軸に、デザイン理論の学習と実践を深め、
デザインに関わる諸学問へ視野を広げ、社会的な諸問題を考察します。また、
造形を包含する言語体系として【記号論】を学びつつ、【タイポグラフィ研究】
【プロダクトランゲージ研究】【デジタルイメージ研究】など各種研究を選択し、
具体的なデザイン・プロジェクトを通して各自の問題領域の水脈を見つけます。

2
年次

暮らしの中で関わってきた日用品を題材に、スケッチやモデル制作
を通じて、かたちの成り立ちを理解する演習です。立体を二次元で
表現すること、またそれを伝達するための方法や知識、基本的な技
術を習得します。使う立場では見えなかった立体物の構成を正確に
理解することで、つくるための立体把握力を養います。

思想家、詩人のゲーテによる自然観、形態学（モルフォロギー）に基づく基礎的な形態
研究のための演習です。形態という概念がはらむ広大な造形領域を探り、形態学的アプ
ローチを学びながらデザイン・テーマを発見していきます。具体的には「朝のかたち」「朝
のうつわ」といったテーマを設け、日頃慣れ親しんだ身の回りのかたちを見つめ直し、そ
こに含まれる必然性や普遍性、そして環境との関係を探り当てていきます。

表示方法論 III形態論 II

阿久津裕亮 『朝のうつわ「TOF(U)LOWER VASE」』（上）
木下真奈江 『朝のかたち「厚みの奥行き」』（下）

菊地なつき 『椅子のスケールモデル⅙』

全学年を貫く【デザイン論】、2・3年次の【記号論】は、学科全体で共有する理論的支柱であり、
基礎デザイン学の大切な基盤です。また、1・2年次の【形態論】【色彩論】は、
造形の水脈を掘り起こす実践・思考の場であり、身体と造形の関係性を講義と演習で学びます。

「デザイン学」のもとに、専門性を越境してデザインを展開できる人材の育成が
本学科の目的です。その基盤となる【デザイン論】では、近・現代のデザイン思
想の源泉に触れ、デザイン領域で提起されてきた問題や創造的糸口を具体的な事
例を通して学びます。また、「デザイン学」の実践の場となる【形態論】【色彩論】
では「かたち」「いろ」の生成のもととなる造形の原像を探求します。

1
年次

色彩にとって光は本質的なものです。その光＝色彩が見える様相は多
様で、ストロボの光、太陽、虹、朝焼けの雲や空、暗い行灯などさま
ざまです。また、色は人間の外側の世界にあるのと同時に、人間の内
側にもあります。ある色の刺激を見て、その刺激を取り去ったあとに色
が（心に）見える現象が残像です。この課題は、太陽の残像の観察に
基づいて太陽を再構成し、色の有する性質を体験的に理解します。

この演習では、考えることとつくることとの関係および図像や形態
を形成するための、プロセスや方法の研究を目的としています。一
方で単純な原理から次第に複雑に展開・発展する課題と、もう一方
では複雑な内容から次第に文脈を読み取り、事物の関係を明らかに
します。最終的に、日常生活の中の「ある特別な時間」を切り取り、
「sensitive clock～感覚時計」として表現します。

色彩論 I 形態論 I

カリキュラム

堀内麻由 『太陽の残像』（上）
網野萌夏 『太陽の残像』（下）

村瀬真以 『sensitive clock「ツー、どぅっとわわん」』



デザイン論 Ⅳ A 卒業制作・卒業論文

デザイン演習 Ⅱ a～Ⅱ h（ゼミ）

デザイン論 Ⅳ B

2～4年次選択共通科目：Design Project E（英語による授業）

前期 後期

3・4年次共通選択必修科目：映像工学／オートポイエーシス論／言語論／現代科学論／コミュニケーション論／詩学／社会学特論／人工知能論／タイポグラフィ論／　　　　　　　　　　　　　　デザイン記号論／文化記号論

デザイン論 Ⅲ A デザイン論 Ⅲ Bコンピュータ演習 Ⅱ

デザイン演習 Ⅰa～Ⅰn：デザインナレッジ／シナジェティクス／環境情報／テクストインフォメーション／パブリックデザイン／食デザイン／プロダクト環境／
インターフェイスデザイン／エディトリアルデザイン／アプリケーション開発／写真表現／ノーテーション／ヴィジュアルコミュニケーション／モーションデザイン

前期 後期
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基礎デザイン学科

【デザイン演習Ⅱ】は、ゼミにおいて各自の研究テーマを発見・探求し、卒業論文・
制作へと展開する場です。中間発表の機会を設け、全専任教員がその計画と進捗
を確認します。このプロジェクトは、4年間の成果が反映されていることが求めら
れ、「デザイン学」の理念に基づいて横断的な学問分野の視点から社会への問題解
決の提言や、デザインの脱領域的な取り組みなどが期待されます。

 4
年次

一篇の小説のテキスト全文を再構成したシルクスクリーンに
よる版画作品。芥川龍之介や太宰治、ドストエフスキー、
カフカなど、よく知られた純文学のテキストが作品の題材
として扱われています。文字が本という形式、頁という枠組
みから解き放たれ、1枚の平面空間において重層し、また
滲んだり霞んだりして、ノイズのような画素として定着した。
全体として抽象絵画のような気配の、初めて出会う造形作
品として生まれ変わっています。

精密につくられたモノは、大きさ以上の重量を持つことに気付かされます。
実際の重さではなく、かたちの力が中心に向かって凝縮した存在の重さ
です。そして時計の部品は、そのかたちに時を刻む動きが内包されてい
るからか、生き物のように個体の個性を放ちます。今にも動き出しそうな
かたちたちが1本の線の上に整列している様子は、そこに時を切り取った
ような静寂を生み出しました。時計の内側に秘められた精緻な美しさを
開いた作品です。

モノのリアリティを新鮮に感じさせる手法として「刺身」という
メタファーを用いた作品です。プロダクツをスライスして刺身
の「平盛り」の様相で左から右へと並べていく。この規則を、
歯磨きチューブ、マッチ箱、防災頭巾、蚊取り線香のパッケー
ジなど、見慣れたものに適用しています。眺めていると、巧
みな絵画表現に引き込まれるだけでなく、最後にはこれらの
プロダクツを「おいしそう」と感じてしまう。傑作のヴィジュ
アル・レトリックです。

卒業制作卒業制作

卒業制作

上原愛美 『書影』
和紙、シルクスクリーン　
H2000×W930mm

川﨑萌子 『Dialogue of Parts』
時計内部品、虫ピン　
H400×W4800×D230mm

江田陽子 『モノの刺身』
M画用紙、アクリル絵具、
コピック、エアーブラシ　
H523×W678mm

カリキュラム

基礎デザイン学科では専攻・コースという明確な区分ではなく、指標となる領域を設け、自らの判断で方向性を定めます。
インフォメーション、ヴィジュアルコミュニケーション、プロダクト領域を軸に、各自の興味に応じた履修を可能とし、
3・4年次は関連諸科学の理論演習科目で、問題発見・探求のフィールドをさらに広げることもできます。

多様なデザインの方法を豊富な演習で経験します。【デザイン演習Ⅰ】は、インフォ
メーション、ヴィジュアルコミュニケーション、プロダクト領域を軸とした14の
演習があり、デザイナーの実体験が生かされた意見、思考から、変動するデザイ
ンの知見、見識が得られます。また【オートポイエーシス論】【デザイン記号論】【言
語論】【映像工学】などの理論演習でデザインの新領域を探求します。

3
年次

 4 
  9
09
4
11
 0
23
08
9

発想から思考、展開というデザインプロセスを通じ、
イメージを具体化する演習です。モノとの関わりの中
で身につけた体験や気付きを、「使う」という受動的
なものから「つくる」という能動的な視点へ転化させ
ます。モノを現実に対応させるために、「寸法」とい
う概念を身につける訓練でもあります。

ヴィジュアルコミュニケーションの演習は、3年次にはよりコンセプチュアル
な次元でデザインを展開するステージに移行します。表現したい内容を的確
に可視化する力と、人の記憶に印象を刻印するコミュニケーションについて、
二つの課題を通して理解します。特に後半の課題は、架空の施設（FOOD 
STORE）を緻密に構想することで、視覚記号の運用によるアイデンティフィ
ケーションの生成を把握する実践的な演習です。

デザイン演習 Ⅰg（プロダクト環境）

デザイン演習 Ⅰm（ヴィジュアルコミュニケーション）

重田奈々帆 『ランチ「LUNCH DRINK」』

川上愛・川口陽生・佐々木真葉・篠塚梓・髙橋若那
『FOOD STORE「一山市場」』
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教員紹介

小林昭世
『意味論的転回』（エスアイビー・アクセス／2009年）
『かたち・機能のデザイン事典』（丸善／2011年）
著作

原研哉
『白百』（中央公論新社／2018年）
著作・ブックデザイン

板東孝明
『カーボンファイバーの超軽量折り畳みドーム』

菱川勢一
『新潟市西蒲区 共同製作映画「にしかん」』製作統括（上）
『NHK Eテレ「JAPANGLE」』映像監修（下左）
『NTTドコモ TVCM「森の木琴」』監督・演出（下右）

宮島慎吾
『わらアート』
プロジェクト監修

吉田愼悟
『甲府平和通りの環境色彩計画』
左がBefore、右がAfter（改装イメージ）

柴田文江
『オムロン電子体温計「けんおんくん」』
2013年

専任教員

原研哉（教授［主任］／コミュニケーションデザイン、デザイン論）　
小林昭世（教授／デザイン学、記号学）
柴田文江（教授／プロダクトデザイン）　
板東孝明（教授／デザイン論、ヴィジュアルコミュニケーション、シナジェティクス）
菱川勢一（教授／モーションデザイン、インタラクションデザイン）
宮島慎吾（教授／プロダクトプランニング）　
吉田愼悟（教授／色彩計画）

客員教授

梅原真（地域デザイン、パッケージデザイン）　

［専攻分野］芸術文化学、ミュゼオロジー、
アート／デザインマネジメント、展示デザイン、
美術館教育、編集、映像デザイン、
グラフィックデザイン、絵画、プランニング、
プロジェクトマネジメント

［取得可能な資格］中学校教諭一種（美術） 
教員免許、高等学校教諭一種（美術・工芸）
教員免許、学芸員

［学生数］1学年　91名
2学年　92名
3学年　76名
4学年　76名
合計  335名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://apm.musabi.ac.jp/

芸術文化学科

Arts Policy and Management

展示作品制作：濱田千晴さん（大学院造形研究科美術専攻日本画コース2年）
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芸術文化と社会をつなぐ活動を支えるのが、リサー
チとプレゼンテーションです。物事の背景を調べ、
課題を見つけ、解決のための方法を提案する。その
プロセスを繰り返し、実行力と提案力を養います。

アーツプロジェクトでは、外部のプロフェッショナルと
連携した活動を通し、芸術や文化を社会につなぎ、有機
的に機能させる「こと」のデザインとマネジメントを実
践的に学びます。

「ミュゼオロジー（博物館学）」では、ミュージアムの機能であ
る「収集」「保存・修復」「調査・研究」「教育・展示」を、理
論と実践の両面から学びます。本学科では、これらの科目を卒
業に必要な単位数に含むため、学芸員資格を取得しながら教職
課程を受講でき、在学中に教員免許を併せて取得できます。

人と作品が出会う展示空間のプロデュースには、
作品リサーチをベースに、「人」と「もの」との
関係性を総合的に捉え、場をデザインする知識と
技術が必要です。 授業やアーツプロジェクトなど、
さまざまな展示実習を行う中で、生きたデザイン
感覚を養います。アートやデザインは、私たちの社会を支える基盤としてますます重要になっています。

芸術文化学科では、あらゆる表現やそれらがつくり出す文化を読み解く「理論」と、

自らが表現する「技術」をバランスよく習得。対外的な活動を通して人や社会と積極的に関わる意欲や

行動力を養いながら、現代社会をアートとデザインの視点から広く見つめ直し、

人が幸せに生きるための新たなビジョンを提案できるプロフェッショナルを育てます。

社会とアート、デザインをつなぐ
プロフェッショナルになるための学び。

未来のアーティストたちと学び合える環境は美術大学な
らでは。日々生み出される作品とつくり手の息づかいを
真近で感じ、見る、聞く、話す、考えるを繰り返し、批
評的に本質を見る眼を養います。

基礎課程では、アートやデザインに関わる「もの」
や「こと」と向き合いながら、身体と思考を結びつ
け、専門的な理論と基礎的な技術を習得します。
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表象文化論 Ⅵ（パブリックとアート：公共における文化芸術）／表象文化論 Ⅶ（イメージとジェンダー）／写真論 Ⅰ ・Ⅱ／文化社会論 Ⅰ・Ⅱ／造形民俗学 Ⅰ・Ⅱ／アートセラピー／美術と教育／
原書講読／メディアと情報 Ⅰ・Ⅱ

アートマネジメント

デジタルデザイン基礎 II

ミュゼオロジーと教育※ ミュゼオロジーと保存※日本美術史概論※ 芸術文化学概説

デザインマネジメント

映像デザイン II デジタルアーカイヴス 絵画 II

ヴィジュアルコミュニケーションデザイン

工芸制作 写真 I 写真 II

展示基礎

1～4 年次共通科目［理論科目］：
芸術文化論 Ⅰ／表象文化論 Ⅰ（絵本）／表象文化論Ⅱ（越境する美術－音楽と舞台芸術へ）／表象文化論 Ⅲ（マンガ）／表象文化論 Ⅳ（映画）／表象文化論 Ⅴ （福祉とアートマネジメント）／

1～3年次共通科目［アーツプロジェクト Ⅰ–Ⅵ］：プロジェクト形式のこの授業は、芸術文化学科での学びを学内外で実践し、社会化する場として設定されています。企業や自治体、地域や  　　　　  学校などと連携し毎年複数のプロジェクトを実施しています。芸術文化に関わる多様な現場を知るとともに、社会とアートをリアルにつなぐ経験をします。

1～4年次学芸員課程：芸術文化学科では、卒業所要単位に学芸員資格の取得に必要な科目を含めることができます。それにより、教職課程を並行して履修し、在学中に教員免許も取得す　　　　　　　　　　　　　　  ることが可能です。

造形基礎

前期 後期
芸術文化入門

デジタルデザイン基礎 Ⅰ

ミュゼオロジー入門※ 彫刻 Ⅰ （造形総合）

絵画 Ⅰ （造形総合）

芸術文化特論 Ⅰ

プランニング概論

西洋美術史概論

デザイン基礎

映像デザイン Ⅰ

ミュゼオロジーと生涯学習※

前期 後期
学科別科目（■は必修 ■は選択必修　※は学芸員課程指定科目）

【デジタルデザイン基礎 II】は「自分の歴史」を振り返り、自分を伝えるマークやイメージをTシャツにシルクス
クリーン印刷し、コミュニケーションメディアとして制作し、Tシャツと自分自身を文章と写真で他者に伝えるリー
フレットを編集・制作します。【展示基礎】は、【デジタルデザイン基礎Ⅱ】で制作されたTシャツとリーフレッ
トを展示し、「人」と「もの」をつなぐ場をプロデュースします。ほかの授業との連動から生まれる学生間のコミュ
ニケーションや、来場者のフィードバックから、ミュージアムにおける展示について多くの学びを得ることがで
きる、「もの」「人」「場」の関係をデザインするコラボレーション授業です。

現代社会において、アートを
社会で活用するデザインを行
うために不可欠な「アートマ
ネジメント」の基礎について
学びます。

絵画、彫刻、デザイン、映像、建築、工芸、あるい
はメディアアートなど、幅広くさまざまな表現へとつ
ながる原初的な造形のエッセンスを、演習を通して
体験します。色彩演習、模写演習、立体演習、リズ
ムや調子の演習などの実技とともに、造形の分析方
法の基本的な考え方を学びます。

デジタルデザイン基礎 Ⅱ・展示基礎

空間演出デザインⅣ（照明）

造形基礎

アートマネジメント

より専門的なミュゼオロジーと、アート・デザインマネジメントを中心に最新の理
論を学び、芸術文化の力を社会で活用する方法論を学びます。それと同時に、展示、
造形表現、デザインをより深く学び、豊かな思考力と表現力を獲得します。多様な
専門科目の学びを通し、各々が自分の専門分野を探ります。

2
年次

アーツプロジェクト

デジタルデザイン基礎 I

映像デザイン I
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1～3年次に開講しているこの科目は、学外のさまざまな機関と
連携し、「もの」「人」「場」「こと」の関係を作る「デザイン」と
「マネジメント」のスキルを、実践を通して学びます。

【映像デザイン I】は、映像メディアが人々にどのよう
に受容されてきたかを考え、メディアとしての特性を
理解することを目的とします。本学図書館所蔵の視
覚装置資料の見学や、実際に映像を企画し制作する
ことで、その魅力を実感し、映像を「表現の道具」
として活用する能力を身につけます。

「もの」を通した自己紹介パネル制作を課題とし、
メディアコミュニケーションの基礎を学びます。コ
ンピュータ環境への理解と視覚表現の理論やスキ
ルを学びます。

｢芸術文化と社会をつなぐことによって、社会を活性化する」というミッションに基づき、
｢見る」「聞く」「読む」「話す」「書く」「つくる」という創造活動の要素と本質を、理論・実技の両面から学びます。
1・2年次は芸術文化と社会をつなぐための基礎力を身につけた上で、さらなる知見と具体的方法論を学んでいきます。

1年次は、理論と実技をバランスよく学ぶことを通して、芸術と文化を理解し、社会とつな
げ、活用する基礎をつくります。ミュゼオロジー（博物館学）や美術史など、芸術文化に
関わるさまざまな理論を学ぶとともに、文章表現、デザイン、絵画、立体、映像、デジタ
ルデザインなど、多様な表現活動を理解するための基礎的な知識と技術を体得します。

1
年次
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芸術文化演習 II ミュゼオロジー実習※ 卒業研究・卒業制作　

前期 後期

1～4年次共通科目［理論科目］／1～3年次共通科目［アーツプロジェクト Ⅰ–Ⅵ］／1～4年次学芸員課程（詳細はP.84）

芸術文化特論 II 芸術文化演習 I

芸術文化研究　都市と書物／現代芸術論／イメージ人類学／マーケティング芸術文化研究
ビジュアルマーチャンダイジング ／クロスメディア ／ガラスの展覧会プロデュース／
イメージリテラシー ／ エディトリアル／ムービングイメージ／ブランディング

ミュゼオロジーと資料※ミュゼオロジーと運営※

3・4年次共通科目：ウェブデザイン／ディスプレイデザイン／絵画 III／イベント計画／編集計画／Museum Study & English Communication

前期 後期

著者は印象派の画家の中で日本での認知度が低いジャン＝フ
レデリック・バジールを取り上げ、彼の作品を実際に現地に赴
き、鑑賞し、最新のバジール研究を原語で読み込むことを通
して、新たなバジール評価に挑戦しました。若くして亡くなり、
短い制作期間の中で、モネ、ルノワールといった同時代のさ
まざまな芸術家との交流から影響を受けながら、独自の「光」
の研究を続けたバジールの画業を、新たな視点から考察し、
提示した論文となりました。

作者は書体を使う側とつくる側をつなぐことを目的として、
ユーザーには「書体を選ぶ意識」についての調査、3名の書
体デザイナーには「書体を生み出した理由」をインタビューし、
そこで得た書体が持つ特長や技術開発などの情報を本にまと
め、さらに視覚と触覚を通して各書体の違いが意識できる立
体文字を制作しました。多くの人が書体への関心を深め活用
することで、私たちの生活や社会が視覚的により豊かになる
ことを期待させてくれる作品です。

卒業研究・制作

卒業研究・制作

江間祥子
『文字を生み出すということ』 作品表現

内藤花歩
『ジャン=フレデリック・バジール̶光の研究̶』 論文

4年間の学びの総決算としての卒業研究・制作に向け、3年次からのゼミ
ナールを継続し、研究テーマを絞り込みます。ゼミ担当の教員をはじめ
とした専任教員の指導のもと、論文、作品制作、プランニングの中から
形式を選択し、それぞれの研究を進めます。年2回の中間発表を経て、1
月に卒業研究・制作を提出、研究成果を社会へとつなげていきます。

4
年次

本学工芸工業デザイン学科クラフトコースガラス専攻と連携
し、ガラス専攻の4年生が制作した新作を展示する展覧会
をプロデュースします。作品、アーティスト、展示空間と向
き合い、展示を生み出し、広報や教育プログラムで人とつ
なぐキュレーターの仕事をリアルに学びます。

ディスプレイデザインは「虚構の空間」という大きなテー
マの中で、情報の伝達、環境の演出を試みるもので、商
業施設、文化施設を問わず、広範囲に展開されるデザイ
ン領域です。この授業では、二次元と三次元のあらゆる
表現要素が投入される「ウィンドウ・ディスプレイ」とい
うメディアの実作を行い、 表現における構成力と、伝える
「ストーリー」の構想力を養います。

公的性格を持つ美術館、ギャラリーでの企画展を毎週一つ選び、紹
介・批評文の執筆と同時にデザイン・レイアウト構成し、各自がその
解説と発表をします。展覧会の客観的情報を把握し、その趣旨や展
示内容の感想や印象を適確に記述できる能力を養います。  

専門課程に入る3年次では、各教員の専門分野に連結した芸術文化に関わるさまざま
な領域の授業を選択し、卒業研究につながる各々の研究計画をデザインします。後期
からは専任教員のゼミナールに所属し、さらに学びを深めるとともに、実技系の授業
では、スキルアップを図りながら研究計画と表現をより有機的に接合させます。

3
年次

編集計画  ディスプレイデザイン

芸術文化研究 （ガラスの展覧会プロデュース）

 3年次は、専門性を身につけるための理論的、実践的な学びを深める時間です。
 3年次後半からは専任教員が開設するゼミナールに所属し、社会に対する問題意識を明確にしながら
個々の研究テーマを掘り下げていくことで、卒業研究・制作へと発展させます。
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楫義明
『毎日骨太　続ける、を楽しくプログラム 地球を作ろう大作戦』
雪印メグミルクと電通との産学連携プロジェクト。紙パックを使った大きな
地球のオブジェ「THE PAPER EARTH」を本学科の学生と制作

杉浦幸子 
『保育園美術館』 アートと社会をつなぎ、アートの裾野を開く「こと」のデザインプロジェクト（左）
『ミュゼオロジーの展開　経営論・資料論』（武蔵野美術大学出版局／2016年）共著（右）

髙島直之
『芸術の不可能性：瀧口修造 中井正一 岡本太郎 針生一郎 中平卓馬』
（武蔵野美術大学出版局／2017年） 著作

是枝開
『カエンキセワタ Ⅰ-01～06』
油彩、アクリル、メディウム、インクジェット・プリント、キャンヴァス　2017年

米徳信一 
『みらいのたいよう計画 2／化鳥プロジェクト』
共同研究のドキュメンタリー　33min24sec

西中賢
『ウッチ・ブックアート・ミュージアム所蔵 20世紀から21世紀へ 
転換期のポーランド・ブックアート』
（武蔵野美術大学 美術館･図書館／2011年）ブックデザイン

ヴィジュアルブックと称して集めたブックアート作品は、
ブックフォームを保ちながらも本の素材である紙の平
面性を脱して、ページをめくることによって時間のプロ
セスと空間の広がりを意識したより身体性を帯びた表
現が特徴的に見られる。またそれらの表現には、より
視覚的な空間を認識させる手段として多重露光による
写真の応用や、アルファベット、数字などのタイポグラ
フィの空間配置によるレイアウト、さらに重層的なコ
ラージュの技法を用いることによって増殖した内面的な
ストーリーが生まれている。また詩的なテキストや挿
絵・イラストレーションにポーランド独特のモチーフを
表現した創作絵本がある。一方でグラフィックデザイン
の視点からは20世紀初頭のヨーロッパにおけるデザイ
ンのアヴァンギャルドを想起させるような視覚効果を意
図した平面構成の多様な実験など造本デザインの魅力
にあふれている。

ヴィジュアルブック
タイポグラフィ、写真、コラージュ

III-23
Dziewięć wierszy             
《九つの詩》
Stasys	Eidrigevicius	(1949	-)
スタシス・エイドリゲヴィチウス
1988
［紙、布］
［エッチング、アクアチント、シルクスクリーン］
100部

｜造本と構造　立体的造本の多様性 造本と構造　立体的造本の多様性｜100 101

共同研究　みらいのたいよう計画２　「化鳥プロジェクト」ドキュメンタリー　33 分 24 秒　

専任教員

楫義明（教授［主任］／展示デザイン、ヴィジュアルマーチャンダイジング）　
是枝開（教授／絵画および立体造形、造形演習、近現代美術）
杉浦幸子（教授／美術館教育、アート＆プロジェクトマネジメント）　
髙島直之（教授／近・現代美術、デザイン史）　
西中賢（教授／ヴィジュアルコミュニケーション、デザインマネジメント）　
米徳信一（教授／映像メディア、映像文化研究）

客員教授

林家たい平（伝統芸能、表象文化全般）
村井良子（博物館学、ミュージアムマネジメント、評価設計・評価調査） デザイン情報学科

Design Informatics

［専攻分野］エディトリアルデザイン、映像ディ
レクション、インタラクションデザイン、デジタ
ルコンテンツデザイン、CG、情報ネットワーク

［取得可能な資格］学芸員

［学生数］1学年　110名
2学年　102名
3学年　108名
4学年　  99名
合計 　   419名(2018年 5月現在）

［研究室サイト］http://dinfo.musabi.ac.jp/

Design Informatics

デザイン情報学科
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作品を理解してもらうために必死のアピールが繰り
広げられるプレゼンテーションの場。こうした経験
を重ねることで、プロジェクト・デザインを推進で
きる柔軟な理解力や表現力が培われるのです。

簡単な手順でCGをつくるアプリケーションはたくさんあります。
しかし、原理を知って自分でプログラミングすれば、市販のソフト
ウェアでは不可能なオリジナリティを手にできるかもしれません。

ゲームソフトもwebブラウザも、すべてプログラ
ムにより動いています。コンピュータでプログラミ
ングをつくる基礎から、求める機能を実現するまで
を実践的に学びます。

デザインは異なる立場の多くの人によって支えられる協調的作業です。

その中でデザイナーは「何を問題としてどう解決するか」をかたちとして示さなければなりません。

そのためには問題の本質を捉え、幅広い知見を束ね、納得と共感を呼び起こす提案に結びつける柔軟な力が必要です。

本学科では多様なメディアの特性を基盤に、つくる・見せる・気付く・考えるという体験と内省の反復を繰り返すこ

とで、課題を自ら発見し、新しい視点から解決策を提案できる方法論を身につけていきます。

モノ・コトを読み解く中で見えてくる
問題意識とアイデアに多様なかたちを与えてみる。

世の中にないものや経験を考え出したら、それを実現す
るのは自分自身。狙い通りの動きやかたちを追求するだ
けでなく、意図をスムーズに伝えるための計画が大切で
す。もちろん美しさも忘れてはいけません。

情報編集の基本であるプリントメディアの講評
会。複雑化する現代社会で、編集的視点はますま
す重要視されています。単なるグラフィックデザ
インに留まらない総合力が要求される演習です。
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インタラクションデザイン基礎 アニメーション制作

3DCG 基礎
プリントメディア編集基礎

情報処理 Ⅱ 記号論基礎

プリントメディア基礎 1

Webデザイン基礎 1

インタラクションデザイン基礎 1 UXデザイン基礎 1

映像基礎 1

3DCG基礎 1

造形数理

表に示す必修科目以外にも各系統ごとにより専門に特化した2・3年次で履修できる選択科目、3・4年次で履修できる選択科目があり、卒業年次までに4科目以上履修することができます。

プリントメディア
編集基礎 2 映像基礎 2 メディア表現研究 Ⅰ

インタラクションデザイン
基礎 2 UXデザイン基礎 2 コミュニケーション

創発表現研究 Ⅰ

Webデザイン基礎 2 3DCG基礎 2 デジタル技術表現研究 Ⅰ

メディア表現

コミュニケーション
創発系

デザイン
情報学基礎

デジタル技術系

課題発見デザイン情報学
基礎概論

マルチメディア
造形論 デザインリテラシー情報処理 I グラフィック

インフォメーション　

2年次からは、学生各自が興味、関心を伸ばせるように多様な演習科目が用意されています。雑誌
や印刷物などの紙をベースにしたグラフィックス表現からwebやディスプレイ上のデジタル・グ
ラフィックス、時間軸を持つ映像やサウンド、「デザインのその先」を考えるマーケティングやプ
ロジェクト管理まで、学生は一つの分野を究めることも、複数の分野を横断的に選択し、その掛
け合わせで新しい表現や方法論を追求していくこともできます。

2
年次

人とモノ、人と人との動的な関係を扱うインタラク
ションデザインの概念を理解し、そのビジュアライ
ゼーション（視覚化）の手法を学ぶ授業です。

3DCGのモデリングからレンダリングまでの一連
の作業工程を学び、3DCG制作において重要な点
について研究します。

グループワークでアニメーションを制作します。ストーリー
づくりやキャラクター設定、演出など一連の流れを体験
することは、あらゆるコンテンツ設計に有益です。

企画、取材、記事制作、エディトリアルデ
ザインから成り立つ雑誌づくりのすべてのプ
ロセスをグループワークで学び、優秀作品
は実際の印刷・製本も体験します。

井上愛理
『音で習慣を導くアプリ otohabit』

圓井俊太郎
『眠々鮫』

高松詩歩、中野広大、原田夏希、
福本拓巳、森田千尋、宮尾悟功
『Rainbow』

上田佳奈、小川孝介、嶋崎純子、
田上乃絵『カタチ』（左）
須原優、山木百音、小野真佑実、
川島 杏玖『MUSEUM』（右） 
それぞれB5判

前期 後期

【デザインリテラシー】は視覚の仕組みを読み解きなが
らデザインのもっとも基礎となる読み書き能力を身につ
ける授業です。課題はすべて手作業でこなします。コ
ンピュータでデザインワークを行う時もこの授業で得た
感覚的な技術が生かされます。

コンピュータの基礎を学ぶ【情報処理Ⅰ】では、デザ
インと情報のリテラシーの習得を目的に、最終課題で
webの“リンク”を麻ヒモに置き換えます。かたちと重
さを持ったリンクは、情報と物質のどちらも大切である
ことを気付かせてくれるはずです。

デザイン情報学科の4年間は、時代の変化に流されず、逆にそれをうまく活用する力を身につけるための期間です。
｢デザイン」という行為を改めて見つめ直し、新しい時代に生きるデザイナーとしての方法論を組み上げるため、
1・2年次は基礎的な講義や演習を通して、デザインワークのエッセンスを学んでいきます。

さまざまな「つくる」を体験して、基礎的なデザインの知識と技術の概要を知
るための1年です。しかし同時に、「発見・定義・デザイン・プレゼンテーション」
という問題解決プロセス全体を体験する授業【課題発見】を通して、デザイン
を志す学生としての立ち位置を自覚する重要な時間でもあります。

1
年次

情報処理 Ⅰ

デザインリテラシー

前期 後期
学科別科目（■は必修 ■は1科目選択必修 □2科目選択必修） ※カリキュラムは2019年度予定のものです。科目名を一部変更する場合もあります。
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3年次の最後に行われる3年ゼミ展では、各ゼミの特
色が一目瞭然となります。ここから卒業研究・卒業制
作展までの1年間、苦しくも充実した時間が流れます。

デジタルフォトグラフィの授業では古い写真機を
使った指導も。デジタル技術の根底に流れる過去の
知恵からも学ぶことがたくさんあります。

3年ゼミ展 デジタルフォトグラフィ

卒業研究・卒業制作

表現研究Ⅰ プリントメディア研究 Ⅲ

CG・デジタルイメージ研究 Ⅱ 

Interaction Design・Contents DesignInteraction Design・Contents Design デザイン情報学的創発研究

プリントメディア研究 Ⅲ デジタルフォトグラフィ表現研究 Ⅱ

CG・デジタルイメージ研究 Ⅱ デバイス・プログラム・インターネット Ⅱ

デザイン情報学総論

表に示す必修科目以外にも各系統ごとにより専門に特化した2・3年次で履修できる選択科目、3・4年次で履修できる選択科目があり、卒業年次までに4科目以上履修することができます。

前期 後期

表に示す必修科目以外にも各系統ごとにより専門に特化した2・3年次で履修できる選択科目、3・4年次で履修できる選択科目があり、卒業年次までに4科目以上履修することができます。

メディア表現系

コミュニケーション
創発系

デザイン
情報学基礎

デジタル技術系

プリントメディア研究 Ⅰ デジタルフォトグラフィ

造形アルゴリズム デジタル動態演習

インタラクションデザイン Visual Story

知的財産権 ポートフォリオ制作 デザイン文化論

プリントメディア研究 Ⅱ

知覚情報表現研究

CG・デジタル
イメージ研究 Ⅰ

デジタルフォトグラフィ
表現研究 Ⅰ

デジタル情報学的
方法の実践

デバイス・プログラム
・インターネット Ⅰ

メディア表現研究 Ⅱ

コミュニケーション
創発表現研究 Ⅱ

デジタル技術表現研究 Ⅱ

前期 後期

卒業後の就職や専門領域への進学につながる卒業研究・卒業制作が中心の最終年次です。
各自が興味ある分野を掘り下げ、まとめたり、表現とすることが当面の目標ではありま
すが、ひらめきや思いつきからアウトプットに到るまでの考察プロセスを示すことで、
社会を結び合せるメディアとしてのデザインの新しい役割を明確に宣言します。

4
年次

卒業研究・卒業制作

卒業研究・卒業制作 卒業研究・卒業制作

船見茉由
『Timescape̶周回する時間と直進する時間̶』

森田智加
『もにゅもじ ～アルファベット編～』

太田規介
『書体 “GF-はくちょう”』

周回する時間と直進する時間という二つの時間意識を、
フィギュアを配した一つの空間で、動く光によって明快
に描き分けてくれるインスタレーション。

手で曲げたりねじったりすると、それぞれの文
字が発声されるアルファベット。聴覚と触覚の、
普段意識されないつながりを気付かせてくれる
インタラクティブアートです。

ロゴやパッケージなどに留まらず、イメージに合っ
たオリジナルの書体までを制作した、お米のブラ
ンディングデザイン。ほかの用途にも使える書体
デザインが評価されました。

課題成果の展示演習

ゼミ形式の授業が始まる3年次からは、それぞれのゼミのスタイルに則した演習が展開されます。
また、海外からの訪問教授を交えて行われる国際プロジェクトにも3年次の学生が中心となって参加します。
4年次は卒業研究・卒業制作が中心。作品だけでなく、プロセスドキュメントの提出も義務づけているのが特徴です。

3年次からはゼミ形式の授業が始まります。前期では実践的なトピックによるスキル
アップを、後期では専任教員の個別指導を受けながら自分で設定した研究の方向を
明らかにし、4年次の卒業研究・卒業制作の助走期間とします。この段階で新たな領
域の面白さに目覚めた学生は、さらに演習科目を選択することができます。

3
年次

谷田部有香、田村りお、山木百音、川崎未結、村石光貴
『アニマルエイド』

授業の課題成果は展示形態で講評を受けることが多
く、プレゼンテーション能力を向上させることができま
す。展示では作品のクオリティだけでなく、アイデアや
コンセプトをわかりやすく伝えることが重要です。
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専任教員

今泉洋（教授［主任］／情報環境論、応用メディア美学）　
井口博美（教授／デザインマネジメント、デザインサーベイ、マーケティング）
※2019年4月より造形構想学部クリエイティブイノベーション学科と兼任

佐藤淳一（教授／マルチメディア、写真）　
白石学（教授／デジタルコンテンツデザイン、インタラクションデザイン）
長澤忠徳（教授／カルチュラル・エンジニアリング、デザイン情報学）　
森山明子（教授／デザインジャーナリズム）
井上尚司（准教授／情報科学、情報ネットワーク、マルチメディア）　
高山穣（准教授／コンピュータグラフィックス、メディア芸術）

客員教授

逢坂卓郎（ライトアート）　
中島信也（TV 映像、CM 演出、CM 表現）
村井純（情報科学を中心とする分野）

今泉洋
『ヒューリスティックサーキット』
思考と形をブリッジする図化考察の基本パターン。
「われわれは美術大学で何をしているのか」を説明するダイアグラム

佐藤淳一
『Floodgates typology』
digital photography　
デジタル写真による水門の類型学　2006ー2008年

長澤忠徳
『インタンジブル・イラ デザイン＝情報化社会への理解力』
（サイマル出版会／1988年）
著作

井上尚司
『プロフェショナルUNIX』（アスキー出版局／1986年）共著
『UNIXシステム管理入門』（ソフトバンクブックス／1992年）
監訳

井口博美
『企業が変わる デザイン戦略経営入門』
（講談社／1992年）
共著。経営戦略と密接に連携させた
デザインマネジメント方法論

森山明子　
『新井淳̶̶布・万華鏡』（美学出版／2012年）
『まっしぐらの花̶̶中川幸夫』（美術出版社／2005年）
『石元泰博̶̶写真という思考』
（武蔵野美術大学出版局／2010年）　
著作（評伝）　写真：佐治康生

白石学
『かたち・色・レイアウト　手で学ぶデザインリテラシー』
（武蔵野美術大学出版局／2016年）
デザイン情報学科1年生の授業「デザインリテラシー」の
内容を書店販売用に書籍化

高山穣
『Medallions』
ミクストメディア（自作プログラム、アクリル樹脂3Dプリント）
H180×W180mm×6点
アルゴリズム生成による形状を3D プリントしたレリーフ
SIGGRAPH Asia 2016 選出作品

造形学部教育課程

卒業所要単位

合計124単位

美術系学科

44単位
デザイン系学科

54単位

8単位
Ⅰ類必修
4単位

Ⅰ類選択必修
2単位

Ⅱ類選択必修
2単位

40単位
Ⅰ類（講義系）

24単位
Ⅱ類（演習・実技系）

16単位
美術系学科は

+10単位

美術系学科：　 日本画学科、油絵学科、彫刻学科
デザイン系学科：視覚伝達デザイン学科、工芸工業デザイン学科、空間演出デザイン学科、建築学科、

基礎デザイン学科、芸術文化学科、デザイン情報学科

○学科別科目Ⅱ類（選択）　
○造形総合科目Ⅱ類　
○文化総合科目　
○教職・博物館に関する科目（12単位まで）　
○他大学単位互換科目（12単位まで）

自主的な選択に基づく単位枠。卒業所要単
位に算入できる科目は以下の通りです。

本学は総合的な人間形成を目指して、幅広い教養を備
え、人格的にも優れた専門家を育成する教育を進めて
います。それを体現する、造形学部の全学生対象の「文
化総合科目」は、「教養文化」「言語文化」「身体文化」
「造形文化」の多彩な科目群から構成され、各自の計
画に沿って自由に選択・履修します。また、教員のコラボ
レーションによる授業科目も開設しています。

教員免許状（中学校教諭一種「美術」、高等学校教
諭一種「美術」「工芸」）を取得するための科目で
す。希望者は所定の手続きを経て履修できます。ま
た、12単位まで（「博物館に関する科目」も履修す
る場合は合計で）、卒業に必要な単位として「自由
選択枠」に算入することができます。

博物館や美術館で、資料の収集や整理、保存、展
示企画、普及、調査研究などを行う専門職員が学
芸員であり、その資格を取得するための科目です。
希望者は所定の手続きを経て履修できます。

学術交流のある早稲田大学、「多摩アカデミッ
クコンソーシアム（TAC）」に加盟している国際
基督教大学、国立音楽大学、東京経済大学、
東京外国語大学、津田塾大学が公開する授業
を履修できます。2年次以降、年間8単位まで
履修でき、修得した単位を12単位まで卒業所
要単位に算入することができます。

造形学部の全学生が専門と異なる領域を実習する「Ⅰ類必
修科目」、造形学部全学科に向けて開講する授業を選択履
修する「Ⅰ類選択必修科目」、造形学部全学科を対象とした
授業を自由に選択する「Ⅱ類科目」で構成。学科の枠を超え
た幅広い交流から、新しい造形を発見する機会が広がるほ
か、教員も各所属を超えて共同で授業を行う横断科目も設
置されています。

各学科が講義・演習・実技の科目を独自に構成。各専門領域
における理論的基礎の形成と表現の方法論の習得を目指し
て、段階を追って専門的な領域へと進みます。センター方式
による入学試験や公募制推薦入学試験などによる入学者の
多様化、また、高校までの美術教育の時間削減などを背景
に、造形専門教育の基礎を充実させていることも特徴です。

※建築学科、基礎デザイン学科、デザイン情報学科には設置さ
れていません。

※芸術文化学科は、「学科別科目」の中に選択科目として設置
されています。

22単位

教職に関する科目 博物館に関する科目 他大学単位互換科目

単位構成図

自由選択枠

文化総合科目

造形総合科目

学科別科目

1年次2年次3年次4年次

造形学部教育課程
造形学部には、約1,200の授業科目があり、
教育課程は「学科別科目」「造形総合科目」「文化総合科目」の三つで構成されています。

教
養
文
化
、言
語
文
化
、身
体
文
化
、造
形
文
化

Ⅰ類必修

Ⅰ類選択必修

Ⅱ類選択必修／学科オープン科目＋横断科目
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美術・デザイン・建築の専攻領域における共通基盤となる専門能力を養うのが「造形文化に関する科目」です。
これは、教育の専門細分化によって起こりがちな欠陥を取り除き、広い専門的視野を開くとともに、
「教養文化に関する科目」と学科別科目とをつなぐものとして位置づけることによって、
本学の授業科目全体を有機的に機能させることを目的としています。

自然・技術科学、および人文・社会科学の各分野とスポーツ環境条件、組織・技術と人体と運動の生理などの
講義および演習・実技を選択履修し、スポーツへの理解を深めることを目的としています。

〈造形文化に関する科目〉

〈身体文化に関する科目〉

初級英語11-1~6（英作文）
中級英語1-2（Introduction to Academic Reading）
中級英語1-3~21（講読）
中級英語1-25~28（講読）
中級英語4-5~10（会話）
中級英語5-3~4（コンピュータで英作文）
中級英語5-5~6（E-mail）
中級英語5-7~8（LLとライティング）
中級英語7-1~10（資格試験）
中級英語7-11~13（TOEIC Reading）
中級英語7-15~16（資格試験）
中級英語10-7~10（リスニング）
中級英語11-3~4（時事英語）
中級英語14-3（Academic Writing）
中級英語16-1~2（Making Movies in English）
上級英語1-1（Research Skills）
上級英語1-3~4（講読）
上級英語3-2（TOEFL Listening）
上級英語100-1（海外語学研修）
初級フランス語1-1~4（文法講読）
初級フランス語2-1~6（会話）
中級フランス語1-3（文法講読）
中級フランス語1-5（フランス語の文法を使って、話してみよう）
中級フランス語1-6（DELF/PALF 準備学級）

中級フランス語2-1（文法講読）
中級フランス語2-3~4（会話）
中級フランス語100-1（海外語学研修）
上級フランス語1-3~4（美術書を読む）
上級フランス語100-1
初級ドイツ語1-1~8（文法講読）
初級ドイツ語2-1~2（会話）
中級ドイツ語2-1~2（会話）
初級日本語1-1（入門）
初級日本語1-5～6（文法）
初級日本語1-7~8（読解）
中級日本語1-1~6
中級日本語3-1~2（資格試験〈N1対策〉）
上級日本語1-1~6
初級イタリア語1-1~2（文法講読）
初級イタリア語2-5~6（会話）
中級イタリア語1-1~2（文法講読）
中級イタリア語2-1~2（会話）
初級中国語1-1~2（文法講読）
初級中国語2-1~2（会話）
中級中国語1-1~2（文法講読）
中級中国語2-1~2（会話）
初級韓国語1-1~2（K-POPで学ぶハングル）
初級韓国語1-3~4（文法講読）

初級韓国語2-1~2（スピーキング中心のハングル）
初級韓国語2-3~4
中級韓国語1-1~2（文法講読）
中級韓国語2-1~2（映画やドラマで学ぶハングル）
初級ラテン語1-1~2
初級スペイン語1-1~2（文法講読）
初級スペイン語2-1~2（会話）
中級スペイン語2-1~2（会話）
日本事情Ⅰ~Ⅱ

［専任教員］
野口克洋 教授（主任）［英語教育学］
相原優子 教授［現代アメリカ文学］
ポール・カンダサミ 教授［ESL（第二言語としての英語）］
藤田尊潮 教授［フランス文学］
小澤智子 准教授［アメリカ研究、アメリカ史、英語教育］
三代純平 准教授［日本語教育学］

［科目群 Ⅰ類］
健康と身体運動文化Ⅰ（スポーツ環境論）
健康と身体運動文化Ⅱ（スポーツマンガ研究）
健康と身体運動文化Ⅳ（日常生活と健康）
健康と身体運動文化Ⅴ（スポーツ映像論）
健康と身体運動文化Ⅵ（人間の性と生）

［科目群 Ⅰ類］
日本美術史概説Ⅰ-1（日本美術の魅力とその展開）
日本美術史概説Ⅰ-2（縄文から近代まで）
日本美術史概説Ⅱ-1~2（日本中世絵画史）
日本美術史概説Ⅲ-1~2（江戸時代の造形と社会）
日本美術史概説Ⅳ-1（日本近現代絵画史を事例として、表現から抽
象へと至るパラドギシカルな過程について考える）

日本美術史概説Ⅳ-2（パレルゴンを手掛かりとしてジャンルの形成
過程を論ずる）

西洋美術史概説Ⅰ-1~2
西洋美術史概説Ⅱ-1（先史から古代へ）
西洋美術史概説Ⅲ-1（中世）
西洋美術史概説Ⅳ-1（近世）
西洋美術史概説Ⅴ-2
西洋美術史概説Ⅵ-1（20世紀初頭のアヴァンギャルド美術）
西洋美術史概説Ⅵ-2（抽象芸術の誕生と展開）
日本美術各論Ⅰ-1（日本仏教彫刻史）
日本美術各論Ⅰ-2（仏教図像学）
日本美術各論Ⅱ（日本の書の美と歴史）
日本美術各論Ⅲ-1（視覚化された文学とイメージの相関性）
日本美術各論Ⅲ-2（江戸期絵画に見る人物の表現―身振り・しぐさ
の描写を中心に―）

日本美術各論Ⅳ-1（仏像の造像技法）
日本美術各論Ⅳ-2（仏像の修理）
日本美術各論Ⅴ（近代日本彫刻史）
日本美術各論Ⅵ-1~2
日本美術各論Ⅶ（漱石の美術批評を読む）
東洋美術各論Ⅰ-1（宮廷文化史概論1）
東洋美術各論Ⅰ-2（宮廷文化史概論2）
東洋美術各論Ⅱ（仏教の思想と造形表現）
東洋美術各論Ⅲ-1
東洋美術各論Ⅳ（中央アジアの仏教美術）

西洋美術各論Ⅰ（ルネサンス美術）
西洋美術各論Ⅱ（スペイン近代絵画史）
西洋美術各論Ⅲ（両大戦間の西洋美術）
西洋美術各論Ⅳ（20世紀後半の西洋美術）
西洋美術各論Ⅴ~Ⅵ
西洋美術各論Ⅶ（17-18世紀ヨーロッパの芸術家と社会）
西洋美術各論Ⅷ（スペインを中心とするバロック美術）
西洋美術各論Ⅸ（西洋彫刻史Ⅰ）
西洋美術各論Ⅹ（西洋彫刻史Ⅱ）
西洋美術各論Ⅺ（近現代美術の諸局面）
東洋美術史概説Ⅰ-1（インド美術史）
東洋美術史概説Ⅰ-2（中国美術史）
東洋美術史概説Ⅱ-1（中国仏教彫刻史）
東洋美術史概説Ⅱ-2
東洋美術史概説Ⅲ（中国絵画史）
東洋美術史概説Ⅳ（中国仏教絵画史）
現代美術理論
近現代芸術論Ⅰ~Ⅱ
美術批評Ⅰ~Ⅱ
色彩学Ⅰ~Ⅱ
写真概論
美術解剖学Ⅰ～Ⅱ
日本工芸史Ⅰ-1~2（日本の近代工芸の歴史1・2）
日本工芸史Ⅱ-1（日本の漆工）
日本工芸史Ⅱ-2（茶の湯の工芸）
西洋工芸史Ⅰ~Ⅱ
日本建築史Ⅰ~Ⅱ
西洋建築史Ⅰ~Ⅱ
近代建築論Ⅰ~Ⅱ
デザイン史Ⅰ~Ⅱ（20世紀の日本のデザイン/2）
デザイン史・デザイン論概説Ⅰ~Ⅱ（近代デザインの成立と発展/思想と
表現、その展望）

デザイン史各論Ⅰ~Ⅱ（グラフィックデザイン史概説1/2）
映画史概説Ⅰ（日本映画史）
映画史概説Ⅱ（世界映画史）
環境生態学Ⅰ~Ⅱ
表現論Ⅰ~Ⅱ
メディア論Ⅰ（映像技術とメディアの本性）
メディア論Ⅱ（映像技術とメディアの可能性）
図法・製図Ⅰ（平面・投影図法、製図法）
図法・製図Ⅱ（透視図法）
美学Ⅰ~Ⅱ
美術の理論と歴史と鑑賞（授業実践のための美術史と鑑賞）
アートマネージメントⅠ~Ⅱ
造形心理学Ⅰ~Ⅱ

［科目群 Ⅱ類］
日本工芸史演習Ⅰ～Ⅱ

［専任教員］
朴亨國 教授（主任）［日本・東洋美術史、仏教彫刻史、密教図像学］
木田拓也 教授［近代工芸史・デザイン史］
北澤洋子 教授［西洋美術史、西洋工芸史］
田中正之 教授［西洋近現代美術史］
玉蟲敏子 教授［日本美術史］
松浦寿夫 教授 ［絵画・制作と理論］
松葉一清 教授［近代建築史、近代都市史、現代建築評論］

［客員教授］
樺山紘一［ヨーロッパ史、ヨーロッパ思想・文化］
松原茂 ［日本書画史、絵巻研究］
明珍素也 ［美術工芸品の保存修理］

［科目群 Ⅱ類］
健康と身体運動文化1～16、19～68、71～106
（テニス・ソフトボール・サッカー・卓球・バドミントン・
ソフトテニス・バレーボール・ゴルフ・和太鼓と身体技法・空手護身術・合気護身
術・フラメンコ・バスケットボール・タグラグビー・軟式野球・からだのメソッド・日
本民俗舞踊・フィットネス・ボディワーク・エチュード・からだアートパフォーマンス・
Health and physical Education・ミニサッカー・フライングディスク・アウトドアア
クティビティ）
健康と身体運動文化演習Ⅰ（テニス）
健康と身体運動文化演習Ⅱ（バスケットボール）
健康と身体運動文化演習Ⅲ（フィットネス）
健康と身体運動文化演習Ⅳ（アウトドアスポーツ）

［専任教員］
青沼裕之 教授（主任）［イギリススポーツ史、近代スポーツ思想史］
森敏生 教授［体育教育学］
北徹朗 准教授［健康科学、生涯スポーツ論、体育教育学］

［科目群 Ⅰ類］
ジャーナリズム論（時代や社会に流されず、自分の道を生きるために）
生活史Ⅰ~Ⅱ
国際関係論Ⅰ
International Relations Ⅱ
現代音楽概論Ⅰ~Ⅱ（モダニズムの音楽）
インターンシップ演習
哲学Ⅰ~Ⅱ
音楽Ⅱ・Ⅳ（オペラの考察）
音楽論Ⅰ~Ⅱ
歴史学概論
歴史学Ⅰ（世界史の窓1）
歴史学Ⅱ（世界史の窓2）
歴史学Ⅲ（日本史の扉）
西洋演劇史Ⅰ（演劇の発生とその展開）
日本古典演劇史Ⅰ（舞と踊りと「演技」の系譜）
日本古典演劇史Ⅱ（語り物と戯曲の発展）
論理学Ⅰ~Ⅱ
考古学Ⅰ~Ⅱ
西洋思想史Ⅰ~Ⅱ
比較文化論Ⅰ（死生観の比較研究）
比較文化論Ⅱ（映画から見る東南アジアの文化と社会）
日本文化史Ⅰ~Ⅱ（演劇からみる歴史）
古典芸能論Ⅰ（義経伝説に見る古典芸能の系譜と現在）
古典芸能論Ⅱ（「忠臣蔵」から覗く日本芸能）
古典芸能論Ⅲ（歌舞伎から見る日本文化・1）
古典芸能論Ⅳ（歌舞伎から見た日本文化Ⅱ）
宗教学Ⅰ~Ⅱ
社会学Ⅰ（日常性に目を向ける（1））
社会学Ⅱ（日常性に目を向ける（2））
社会学Ⅲ（近代を考える（1））
社会学Ⅳ（近代を考える（2））
法学Ⅰ（表現の自由と法）
法学Ⅱ（著作権法と知的財産法）
政治学Ⅰ（「政治的に思考すること」の意味を学ぶ）
経済学Ⅰ（経済学の基礎）
経済学Ⅱ（中国の社会経済）
教育学Ⅰ
教育学Ⅱ（近代日本における女性と男性の教育）
民俗学Ⅰ~Ⅱ
文化人類学Ⅰ~Ⅱ

人類史Ⅰ~Ⅱ（人類誕生と移動、拡散、
適応〈グレートジャーニー〉の歴史）
日本国憲法
国際社会と人権（「世界」から「日本」から、そして「私」から、人権をぶ
ことが、あなたの生き方をカタチにする）
心理学Ⅰ（心についてモデル）
心理学Ⅱ（応用心理学）
心理学Ⅲ（社会構造と心理学）
現代精神分析学
数学概論Ⅰ~Ⅱ
自然科学Ⅰ（物理、サイエンス・アートを中心に）
自然科学Ⅱ（地球史、世界自然遺産を中心に）
宇宙の科学Ⅰ（宇宙の進化、太陽系の天体、生命探査）
宇宙の科学Ⅱ（宇宙開発を中心に）
生命科学
科学技術史（科学技術文明と人間の未来）
統計学Ⅰ~Ⅱ
幾何学概論Ⅰ（三つの幾何学ハイライト）
幾何学概論Ⅱ（近現代幾何学ハイライト）
基礎解析Ⅰ（釣り合いの数理）
基礎解析Ⅱ（変身する形の数理）
生態学
薬と毒の科学（身近な薬と毒を生物学観点から考える。）
ムサビ入門
キャリア設計基礎
グローバルキャリアデザイン
情報社会倫理論（著作権法と表現者のルール）
生命進化史
動物解剖学Ⅰ~Ⅱ
生涯学習概論

［科目群 Ⅱ類］
音楽研究Ⅰ（ジョン・ケージの音楽思想）
音楽研究Ⅱ（楽器）
音楽学演習Ⅰ（サウンドスケープ）
音楽学演習Ⅱ（コンサートを作る）
歴史学演習Ⅰ（諸子百家と史記の世界 上）
歴史学演習Ⅱ（諸子百家と史記の世界 下）
日本演劇研究Ⅰ（三遊亭円朝作品を読む、聞く、見る。）
日本演劇研究Ⅱ
（鶴屋南北・河竹黙阿弥の作品を見る・聞く・読む）

日本文化史演習Ⅰ~Ⅱ（くずし字を読む）
言語文化演習Ⅱ-1（フランスの詩人ランボーを読む）
社会学研究（リスク社会を生きる）
社会学演習（フィールドワークの練習）
法学演習Ⅰ（映画で学ぶ憲法）
法学演習Ⅱ（Legal Issues in Films（映画で学ぶ法学））
文化人類学演習Ⅰ～Ⅱ
（社会人類学・食と栄養の人類学・心と身体の人類学）
文化人類学研究Ⅰ~Ⅳ（応用人類学）
心理学演習Ⅰ
心理学演習Ⅲ（ゲーミングの教育への応用）
数学演習Ⅰ（グラフ（ネットワーク）理論入門Ⅰ）
数学演習Ⅱ（グラフ（ネットワーク）入門Ⅱ）
自然科学演習
倫理学演習
生態学演習
生態心理学演習（アフォーダンス研究）
解剖学演習
アカデミック・ライティング入門（文学・芸能を中心に/社会問題・心
理現象を中心に）

インターンシップⅠ-1~2
インターンシップⅡ-1~2

［専任教員］
白石美雪 教授（主任）［音楽学］
今岡謙太郎 教授［日本古典芸能］
小幡正敏 教授［社会学］
神野善治 教授［民俗学、博物館学］
志田陽子 教授［憲法］
関野吉晴 教授［文化人類学］
富松保文 教授［哲学］
新見隆 教授［キュレーション、美術史、デザイン史、美術館論］
圓山憲子 教授［数学、低次元トポロジー］
廖赤陽 教授［歴史学］
荒川歩 准教授［法と心理学、非言語コミュニケーション］
※2019年4月より造形構想学部
クリエイティブイノベーション学科と兼任
小藪大輔 ［動物解剖学、動物の身体構造の多様性と進化、
美術解剖学］

宮原ひろ子 准教授［物理学（宇宙・地球物理）］

［科目群 Ⅰ類］
文学講義1-3（サン=テグジュペリの生涯と作品）
文学講義1-4（フランソワ・モーリアックとカトリシズム）
文学講義2-1~2（イタリア文化論)
文学講義3-1~2（イギリス児童文学・現代のファンタジー)
文学講義4-1~2（空間の思想）
文化講義1-1（アメリカの食文化）

文化講義1-２（ひとの移動）
文学Ⅰ~Ⅱ（1920~30年代における日本の文学と文化）
児童文学Ⅰ~Ⅱ（〈少女〉を読む）
［科目群 Ⅱ類］
初級英語1-1~26（講読）
初級英語2-1~8（英文法）
初級英語4-1~2（会話）初級英語4-7~8（会話）

初級英語5-1~2（コンピュータで英作文）
初級英語5-3~4（writing）
初級英語5-5~6（E-mail）
初級英語5-9~10（Oral Communication）
初級英語6-1~2（資格試験）
初級英語6-5~6（資格試験）
初級英語9-1~2（リスニング）

世界的な視野を開き、同時に専門教育を受ける上でその基礎となる語学力を高めることを目的としています。
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語が開設されます。
また、留学生には、日本語が開設されます。

造形の各分野を専攻するにあたって、その基盤をより豊かにするために、広く諸学問を学ぶ授業科目です。
人文・社会・自然の各分野の教育科目、外国語科目、保健体育科目、美術・デザイン・建築・映像の各領域の専門科目などが開設されています。

文化総合科目

大学生として、一市民としての必要な視野と教養を身につけ、総合的な判断力と批判的な能力を養うとともに、
それぞれの分野における広い意味での基礎的能力を高めることを目的としています。

〈教養文化に関する科目〉

〈言語文化に関する科目〉

造形学部共通科目
造形に関するもっとも優れた教育を目指す本学では、
個々の学科が独自に専門的能力を追求する「学科別科目」に加え、
総合的判断力･批判力を養うために広く諸学問を学ぶ「文化総合科目」、
自分の専攻とは異なった領域や他学科の開設する授業を学ぶ「造形総合科目」を
バランスよく履修できるシステムを構築しています。
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博物館や美術館で、資料の収集や整理、保存、展示企画、普及、調査研究などを行う専門職員が学芸員であり、
その資格を取得するために履修しなければならない科目です。

造形学部のすべての学生が、絵画、彫刻、デザインから専門と異なる領域を実習する「Ⅰ類必修科目」と、他学科が造形学部全学科に向けて
開講する授業を選んで履修する「Ⅰ類選択必修科目」、広く造形学部全学科を対象とした授業を自由に選択する「Ⅱ類科目」から成っています。
これらの授業科目は、10学科のほかに、「共通絵画」「共通彫塑」「共通デザイン」というそれぞれ独立した教育組織によって指導がなされています。

博物館に関する科目

造形総合科目

［科目群］
教師論
教育原理Ⅰ～Ⅱ
教育心理学
道徳教育の理論と方法
美術教育法Ⅰ～Ⅲ
美術教育法題材開発
教育方法
工芸教育法Ⅰ～Ⅱ
情報科教育法Ⅰ～Ⅱ

［科目群］
博物館概論
生涯学習概論
博物館実習Ⅰ～Ⅱ
博物館経営論

［Ⅰ類必修科目］（各学科指定2科目必修）
絵画Ⅰ
彫刻Ⅰ
デザインⅠ

［Ⅰ類選択必修科目］（1科目選択必修）
絵画Ⅱ
彫刻Ⅱ
デザインⅡ
工芸Ⅱ
メディア表現Ⅱ

［Ⅱ類科目］（1科目以上選択必修）
絵画基礎Ⅰ
絵画基礎Ⅱ［その1］［その2］
絵画基礎Ⅲ~Ⅵ
絵画実習Ⅱ・Ⅵ
平面色彩構成
複合版画
表現演習Ⅰ~Ⅱ
塑造Ⅰ~Ⅱ
THE VIRTUAL FORM Ⅰ~Ⅱ
デザイン特別演習Ⅰ~Ⅱ
視覚言語
プロダクトデザイン理論Ⅰ~Ⅱ
工業技術概論
色彩計画論Ⅰ~Ⅱ
建築概論A~B
建築計画B
計画原論B
都市デザインB
建築形態論
ランドスケープデザイン近代史
庭園史
ランドスケープデザイン概論
環境計画b
基礎造形
プロジェクト研究A・B・D
デザイン論Ⅲ A
Design Project E
映像文化史演習A~B
ネットワーク芸術論
サウンド・イメージ

現代写真論
音楽概論
イメージテクノロジー
カラー写真基礎
映像理論研究
デジタル写真基礎
ミュゼオロジー入門
ミュゼオロジーと生涯学習
芸術文化論Ⅰ
原書講読
表象文化論Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
文化社会論Ⅰ~Ⅱ
写真論Ⅰ~Ⅱ
イベント計画
美術と教育
造形と批評
ヴィジュアル・コミュニケーションデザインC
プレゼンテーション計画
デザイン情報学概論Ⅱ -A
デザイン情報学各論Ⅰ-B
デザインテーマ研究Ⅰ-B
Contextual Studies-2
Interactive Innovation-2
ワークショップ実践研究Ⅰ~Ⅱ
日本画表現
Bamboo Designing
建築設計基礎
建築施工Ⅰ
建築法規Ⅰ~Ⅱ
構造力学Ⅰ
建築構法
構造力学基礎
構造デザインⅠ~Ⅱ
デザイン情報学各論Ⅱ
人体を描くa~b
デッサン基礎
彫刻j~k、m~h、p~q
デッサン・クロッキーA~B
情報表現Ⅰ~Ⅲ、Ⅴ~Ⅹ
国際交流プロジェクトⅠ-1~4
国際交流プロジェクトⅡ-1~4
産官学共同プログラムⅠ-1~2
産官学共同プログラムⅡ-1~2

［専任教員］
〈共通絵画〉
大浦一志 教授（主任）［美術、グラフィックデザイン］
原一史 教授［彫刻］
山本靖久 教授［絵画］

〈共通彫塑〉
脇谷徹 教授（主任）［彫刻］
戸田裕介 教授［彫刻］
山本一弥 准教授［彫刻］

［客員教授］
櫻井かえで

特別活動の理論と方法
生活指導の理論と方法
教育相談論
美術と福祉
教育実習Ⅰ～Ⅱ
教育実践の理論と方法
教職実践演習
教育学特別演習
教育方法特別演習

博物館資料論
博物館資料保存論
博物館展示論
博物館教育論
メディアと情報Ⅰ～Ⅱ

［専任教員］
大坪圭輔 教授（主任）［美術・工芸教育法、教育方法］
伊東毅 教授［教育学（教育哲学）・いじめなどの教育問題論］
高橋陽一 教授［教育学（日本教育史、宗教教育、国学）］
三澤一実 教授［美術教育、鑑賞教育］

［客員教授］
藩微 ［アート・書道］

［専任教員］
神野善治 教授［民俗学、博物館学］

教員免許状（中学校教諭一種「美術」、高等学校教諭一種「美術」「工芸」）を取得するために履修しなければならない科目です。
※この科目は建築学科、基礎デザイン学科、デザイン情報学科には設置されていません。

教職に関する科目

［専攻分野］ソーシャルイノベーション、
ビジネス、サービスデザイン、ブランディ
ング、UXデザイン

［研究室サイト］http://ci.musabi.ac.jp/

※内容は現在構想中であり、変更される可能性が
あります。変更が生じた場合は大学webサイトに
てお知らせいたします。

クリエイティブイノベーション学科

Creative Innovation

※2019年4月新設
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カリキュラム

教育環境

本学科の核となる3つの専門領域

市ヶ谷キャンパス 鷹の台キャンパス
3・4年次の専門課程を行う市ヶ谷キャンパスは、複数の
路線が乗り入れる「市ケ谷」駅から徒歩3分と、アクセ
ス良好な都心キャンパスです。外堀通りに面し、大学や
アルカディア市ヶ谷、外濠公園、靖国神社など、都心で
はありながらも歴史と教育文化を感じる地区に、本学の
新たな拠点を設け、教育研究活動の発信や、文化・芸術
振興における拠点としての機能も担います。キャンパス
内には講義室や学習室、アクティブ・ラーニングスペー
スとしても利用できる演習室、大学院スペースのほか、
3Dプリンターやレーザーカッターなどの工作機械を備え
た工房も整え、プロジェクトベースの教育研究にふさわ
しいフレキシブルな教育スペースを実現します。図書館
は約15,000冊の収容能力を備え、美術・デザイン分野の
基礎資料をはじめ、開設講義科目に関連する分野の資料
も整備します。また、鷹の台キャンパスと市ヶ谷キャン
パスの資料を相互利用することも可能です。

1・2年次の基礎課程が行われ
る鷹の台キャンパスには、本学
科の学生が主に利用する新校舎
を設けます。必修科目である造
形実習・造形演習等に対応でき
るよう、アトリエやデザイン演
習室などを整備します。

クリエイティブ
ビジネス分野
サービスデザインやデザインビ
ジネス研究、仮想の商品ブラン
ド開発実験などを通じて、企
業経営やビジネス分野で「創
造的思考力」を活用するため
の具体的な手法を学びます。

クリエイティブ
テクノロジー分野
AIや IoTなど「情報」系の最
新技術や、デジタルファブリ
ケーションなど「モノ」系の
最新技術を駆使して、クリエ
イティブなデザインを提案す
るアプローチを学びます。

クリエイティブ
ヒューマンバリュー分野
認知心理学や感性工学の考え
方や活用方法を学び、ユー
ザー視点で「使いやすい」「気
持ちのよい」サービスや商品
を設計できるデザインスキル
を身につけます。

卒業後の進路

進路の一つに、大学院造形構想研究科への
進学が挙げられます。造形構想専攻クリエイ
ティブリーダーシップコースでは、本学科と
の連続性のある学びを展開し、徹底した実
践とマネジメント教育によって学部で身につ
けた能力をさらに発展させます。
就職では、製造業、情報通信業、社会シス
テム関連分野、公的機関など多様な分野で
活躍することを想定しています。

1・2年次の基礎課程は、鷹の台キャンパスにおいて、「造形・
教養教育」と「現代社会・産業知識」という二つの軸で「創造
的思考力」を養います。造形教育では、鷹の台キャンパスのアト
リエや工房を利用して、絵画・彫刻・映像やデザインの基礎に
ついて実習し、対象を観察する力やそれを自らの手で表現する
力を養い、物事に対する新たな視点や認識を得ます。また、作
品を批評する「講評」を繰り返すことで、自らの思考を整理する
力やプレゼンテーション力、コミュニケーション力を磨いていき
ます。こうした造形教育で培われる「創造的思考力」を生かす
には、それを必要とする社会についても理解を深めることが大
切です。そのため、美術・デザイン領域のみならず、現代社会や
産業を含めた幅広い教養教育を展開し、多様な視点・切り口か
ら、物事に潜む問題を見抜く観察力や洞察力を磨きます。
3・4年次の専門課程は、市ヶ谷キャンパスを学び舎として、「創

造的思考力」を実社会に応用するための具体的な方法を身に
つける2年間です。「クリエイティブビジネス」｢クリエイティブ
テクノロジー」「クリエイティブヒューマンバリュー」の三つの専
門領域について、プロジェクトベースで実践的に学び、研究しま
す。アクセスのよい都心キャンパスだからこそ、提携企業や自治
体との合同授業や産学共同プロジェクトなど、リアルな課題へ
挑戦することができます。
また、学生が積極的に海外留学やインターンシップを経験でき
るように、3・4年次は1年を4分割するクォーター制を導入しま
す。特にインターンシップでは提携企業の協力のもと、実社会
におけるイノベーションを体験し、問題の解決方法などを身を
もって学びます。さらに、同時開設される大学院造形構想研究
科と一体の教育を行うなど（P.122）、より多様で、高いレベル
の学びの環境を用意します。

市ヶ谷キャンパス外観

「創造的思考力」を実社会で応用する方法を学ぶ、
新たな美術大学としての試みの場。

本学は創立90周年を迎える2019年の4月、

造形構想学部クリエイティブイノベーション学科を開設します。

本学科は、現代社会における諸問題に対して、既存の考え方にとらわれず、自ら課題を発見し、

イノベーティブな解決策を導き出す人材の育成を目的としています。

激しい環境の変化や未来が予測しづらい現代に必要とされているのは、

特定の学問分野の追究に終始するのではなく、

社会問題の解決や新たな人類価値の創出を行うことができる柔軟な発想力や構想力を有する人材です。

本学は創立以来、独自の造形教育や教養教育によってしっかりと物事を観察し、

自らが発した問いに新しい発想で問題解決の仕組みを与える「創造的思考力」を育んできました。

単に作品をつくり出すだけではないこの能力は、

現代社会に潜むさまざまな課題を解決の方向に導く可能性に満ちています。

ただし、「創造的思考力」を実社会で生かしていくためには、現代社会や産業構造に対する幅広い知識、

最先端技術のリテラシー、そして、社会を形成する人間そのものへの深い理解が欠かせません。

そのため、本学科では「創造的思考力」を基盤に、

ビジネス、テクノロジー、ヒューマンバリューの三つの領域を融合した学びで、

「創造的思考力」を実社会で応用するための具体的な方法を修得します。

同時開設される市ヶ谷キャンパスでは、都心の地の利を生かし、

企業や自治体と連携したプロジェクトベースの演習や、

大学院と連動した授業など、より多様で高いレベルの学びの環境も整備する予定です。

102 103MUSASHINO ART UNIVERSITY 2019 MUSASHINO ART UNIVERSITY 2019Creative InnovationCreative Innovation

学科概要 クリエイティブイノベーション学科



造形学部の「文化総合科目」（P.97参照）のうち、115科目を本学部の「全学
共通科目」として位置づけます。「教養文化」「言語文化」「身体運動」「造形文
化」の多彩な授業科目から構成され、専門分野の枠を超えて共通に求められ
る知識、思考法の獲得や、現実を正しく認識する力を獲得します。

教養文化に関する科目群
言語文化に関する科目群
身体運動文化に関する科目群
造形文化に関する科目群

全学共通科目

主に1・2年次に履修し、「創造的思考力」養成の根幹となる【造形実習】や学
部での学修の基盤となる講義科目から構成されます。【造形実習】は本学部
の2学科とも必修とし、絵画、彫刻、映像の基礎について実習し、徹底的に対
象を観察する力やそれを自らの手で表現する力を養い、物事に対する新たな
視点や認識を得ます。また、現代社会が抱えるさまざまな問題を、産業との関
連という観点から読み解く【現代社会産業論】は、クリエイティブイノベーショ
ン学科では必修科目となります。

造形実習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
現代社会産業論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
映像基礎実習
イメージングサイエンス論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
イメージングアーツ論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

造形構想基盤科目

2学科が独自に開講し、専門教育の土台となる基礎実習や概論を必修で学ぶ
とともに、多様な専門基礎領域を経験させることで、学生が今後追求していき
たい専門領域や将来の進路について考える機会の場を創出します。クリエイ
ティブイノベーション学科では、デザイン基礎、プログラミング基礎、言語表現
と総合的なプレゼンテーション、フィールドリサーチ、語学学習と英語による
デザイン教育といった、3・4年次での実践的な学びにとって必要不可欠な基
礎的内容の多くを必修科目として学びます。

クリエイティブイノベーション基礎実習
クリエイティブイノベーション概論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
造形演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
情報表現演習Ⅰ・Ⅱ
構成演習Ⅰ・Ⅱ
フィールドリサーチ演習Ⅰ・Ⅱ
English Communication Ⅰ・Ⅱ
International Communication Ⅰ・Ⅱ
キャリアイノベーション
知的財産権基礎
国内フィールド演習
海外語学演習
インターンシップ演習

専門基礎科目※

2学科の専門性をさらに深めて、美術・デザイン教育で育んだ「創造的思考
力」を具体的な領域において活用する手法を実践的に学びます。クリエイティ
ブイノベーション学科では、現代社会の抱える諸課題を把握し、課題解決に取
り組むための切り口として、「クリエイティブテクノロジー」「クリエイティブビ
ジネス」「クリエイティブヒューマンバリュー」の三つの専門領域に関わる講義
および演習科目を開講します。

クリエイティブビジネス概論
クリエイティブテクノロジー概論
クリエイティブヒューマンバリュー概論
クリエイティブビジネス論Ⅰ・Ⅱ
クリエイティブテクノロジー論Ⅰ・Ⅱ
クリエイティブヒューマンバリュー論Ⅰ・Ⅱ
クリエイティブビジネス演習　　　　　　　　　
クリエイティブテクノロジー演習　　　　　　　　
クリエイティブヒューマンバリュー演習　　　　　

専門領域別科目※

クリエイティブイノベーション学科では、さまざまな発想法や批評的アプロー
チなどを用いながら、問題解決に留まらない企画構想力をグループワークで
学ぶ演習と、実際に企業や自治体における問題解決・課題発見に結びつけ
る産学プロジェクト演習を必修科目とし、「創造的思考力」の発揮方法を実践
的に学ぶ演習科目を設けます。

クリエイティブイノベーション演習Ⅰ・Ⅱ
クリエイティブイノベーション研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
産学プロジェクト実践演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
卒業研究・論文

※映像学科の専門科目はP.108をご覧ください。

専門総合科目※

クリエイティブイノベーション学科
全学共通科目から14単位、造形構想基盤科目から18単位、専門基礎科目か
ら37単位、専門領域別科目から11単位、専門総合科目から20単位を修得。
その上で、全学共通科目・造形構想基盤科目・専門基礎科目・専門領域別科
目・専門総合科目から自由選択枠として24単位以上修得し、合計124単位以
上修得が卒業要件です。

映像学科
全学共通科目から40単位、造形構想基盤必修科目から8単位、専門基礎必
修科目から12単位、造形構想基盤選択科目および専門基礎選択科目から
16単位、専門領域別科目から8単位、専門総合科目から16単位を修得。その
上で、全学共通科目・造形構想基盤科目・専門基礎科目を自由選択枠として
24単位以上修得し、合計124単位以上修得が卒業要件です。

卒業要件

映像学科

Imaging Arts and Sciences

［専攻分野］写真、ドラマ、
アニメーション（手描き／CG）、
メディアアート、イメージフェノメナン

［学生数］  1学年　 88名
2学年　 92名
3学年　 92名
4学年　104名
合計     376名(2018年5月現在）

［研究室サイト］http://eizou.musabi.ac.jp/
※平成31年度より、造形学部としてではなく、造形構想学
部映像学科としての学生募集となります。
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教員紹介・教育課程

専任教員（2019年4月着任予定）

篠原規行（教授［造形構想学部長］／映像制作全般、映像空間演出、撮影装置研究）
※2019年4月より造形構想学部映像学科と兼任

井口博美（教授［主任］／デザインマネジメント、デザインサーベイ、マーケティング）
※2019年4月より造形学部デザイン情報学科と兼任

長谷川敦士（教授／情報アーキテクチャ設計、サービスデザイン、ユーザー体験デザイン）
若杉浩一（教授／デザイン、製品企画、製品開発）
荒川歩（准教授／心理学）※2019年4月より造形学部文化総合科目（教養文化）と兼任

クリエイティブイノベーション学科と映像学科から構成される造形構想学部の教育課程は、
「全学共通科目」「造形構想基盤科目」「専門基礎科目」「専門領域別科目」「専門総合科目」から構成されています。

造形構想学部教育課程



メディアアート領域

美学的・哲学的な視点からの実験的なメディアアート制作を
進めます。メディアアート、サウンドアート、インタラクティ
ブアート、パフォーマンスアートの試作を軸に、展覧会やラ
イブイベントなど発表の場も数多く設けています。また、海
外の教育機関とのコミュニケーションも必要不可欠と考え、
欧米、アジア各国とも共同プロジェクトを展開しています。

写真領域

ケミカルからデジタル写真まで幅広い写真表現を学
びます。1年次で映像メディア全般と写真表現を行
う上での基礎的な技術・表現力を学び、2年次には
それらを礎にさらに高い専門性を意識した授業が行
われます。3年次以降は学生各自の写真表現を発展、
展開するためのゼミ指導と合わせて、実践的な創作
活動に取り組みます。

イメージフェノメナン領域

本学映像学科独自の映像領域として、映像の中にしかない現象を表現する新領
域の確立を目指しています。1・2年次の基礎的な映像表現を経て、3年次以降
は現実世界の映像素材を、風景に見立てること、変質させること、スケール変
換することなどの操作によって映像作品を制作し、スクリーンや提示方法も試
行しながら、従来の映像の役割を超えた新たな空間の提示を模索します。

映像学科では、映像、音、言語、造形という四つの側面から映像表現を学び、

それらを自由に操れる人材を育成しています。イメージを膨らませて新しい表現を生むためには、

技術を知ることが必要です。そのため、専門分野を決定する前に

さまざまな映像表現の基礎を実際に体験します。映像分野の総合知識と表現技術を習得し、

映像の価値を知るよき理解者や制作者を増やしたいと考えています。

ジャンルの枠を取り払った多面的な映像教育で、
知識を広げながら深め、深めながら広げていく。

アニメ領域

手描きや3DCGを中心に、実写映像、マンガ、イラストレーション
などの隣接領域とも連動させながら、それぞれの制作スタイルを学ん
でいきます。さまざまなアニメーションの手法を体験することから始
まり、2年次にはアニメーション、3DCGそれぞれの基礎を学ぶ授業を
開講。3年次以降は個人での作品制作のほか、グループによる企画立
案から共同制作までを行う授業が展開されます。

ドラマ領域

演出・技術・美術・俳優が一体となって、架空の物語を紡ぐ映画や
短篇ドラマの企画から制作までを体験します。基礎的なビデオ撮影・
編集実習を経験したのち、2年次全員必修のグループワークによる
作品制作を通して、他者との創造的な協働のあり方、議論の進め方、
双方向的な関係の持ち方を習得。3年次以降は教員の個別指導を受
けながら企画を含めたドラマづくりに取り組みます。
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デジタルドラマ Ⅰ

前期 後期
写真実習 Ⅰ （カラー写真） 写真 Ⅰ メディアテクノロジー演習 写真実習 Ⅱ （デジタル写真）

CG演習 ⅠA ディレクター演習 CG演習 ⅠB CG演習 Ⅱ

メディアアート演習 A メディアアート演習 B 映像造形実習 A 映像造形実習 B

アニメーション演習 A メディア制作演習 アニメーション演習 B イメージ・エフェクト Ⅰ

映像基礎 Ⅱ （ビデオ）

映像基礎 Ⅰ （写真基礎）

映像基礎 Ⅲ （アニメーション）

映像基礎 Ⅳ （デジタル表現）

映像原論

前期 後期
専門科目（■は必修  ■は選択必修）※カリキュラムは2019年度予定のものです。

1～4年次共通選択必修科目：デザイン演習／ネットワーク芸術論／オーディオアート／サウンド・イメージ（音と表現）／メディアアート研究／写真テクノロジーA-Ⅰ・A-Ⅱ／　　　　　　　 　　　　音楽概論／インスタレーション研究／イメージテクノロジー／写真文化論／ドキュメント／現代写真論／MA実習／映画史／シナリオ制作演習／映像理論研究　

映像基礎実習

実写映画の制作にはアニメーションやインスタレー
ション、写真など他分野に生かせるヒントが無数に
あります。【デジタルドラマⅠ】は、8週間の集中講座
で実写映画のつくり方を学びながら、10数人のチー
ムで短編映画を制作する必修演習授業です。映像
表現の活動に必須のグループワークやクリエーショ
ンの術を習得し、創作行為の幅を広げます。

【写真実習Ⅰ】は35mmフィルムの一眼レフカメラや
大型カメラ、中判カメラを使用した撮影実習、プリ
ント制作を通して、RGB、CMYの相関や補色を理解
し、ニュートラルカラーのタイプCプリントを制作す
る術を学びます。この授業に続く【写真実習Ⅱ】で
は、デジタルカメラを用いて、次世代における新し
い写真表現の可能性を探ります。

デジタルドラマ Ⅰ

写真実習 Ⅰ （カラー写真）

2年次は写真、ドラマ、アニメーション、3DCG、メディアアートなど、映像領
域の幅広い分野を学ぶ学年となります。影響し合う各分野の専門性に触れ、視
野を広げながら映像表現を全方位的に習得します。各専門領域だけでなく【イ
メージエフェクト】（映像デザイン）や【ディレクター演習】などを選択授業で
学ぶほか、専攻に関係なく必修となる【デジタルドラマⅠ】では映像制作に必
要不可欠なグループワークを通して、一つの作品を完成させます。

2
年次

映像学科では写真や映画が生まれる前の装置から映像の原理を学
び、その原理の応用から映像制作の第一歩を踏み出します。【映
像基礎Ⅰ】は、すべての映像の原点とも言える写真の基礎を、教
室を暗箱と見立てた大型ピンホール、小型ピンホールカメラの制
作と撮影、フォトグラム制作、フィルムカメラやデジタルカメラを
使った撮影やプリント制作などを通して、総合的に学びます。

映像基礎 Ⅰ （写真基礎）

さまざまな映像表現を総合的、専門的に学ぶ全方位的なカリキュラムが映像学科の特徴です。
1・2年次には写真、ドラマ、アニメーション、メディアアートの各専門領域を学び、
基礎技術を習得するとともに、全員必修のドラマ制作を通して、人々の心に作用する映像表現への理解も深めます。

1年次では、映像とは何か、その本質を考えることから始めます。前期の実技では、
映像の起源から現在に至るまでの映像装置の仕組みを学習し、実際に制作しま
す。その後、写真、ビデオ、アニメーション、コンピュータによる映像技法を学び、
一つの映像作品を制作するための基礎的なプロセスに触れます。後期には、絵画、
彫刻、デザインを通して造形の基礎を学びます。

1
年次
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映像学科

卒業制作・論文映像・写真表現実習 Ⅱ

前期 後期前期 後期

デジタルドラマ Ⅱ イメージ・エフェクト Ⅱ
写真 Ⅱ

映像・写真表現実習 Ⅰ

写真 Ⅲ 写真 Ⅳ

イメージフェノメナン Ⅰ イメージフェノメナン Ⅱ
モーションデザイン

メディアアート Ⅰ メディアアート Ⅱ
メディアアート Ⅲ

CG&アニメーション Ⅰ CG&アニメーション Ⅱ
都市表現

CG&アニメーション Ⅲ

1～4年次共通選択必修科目：デザイン演習／ネットワーク芸術論／オーディオアート／サウンド・イメージ（音と表現）／メディアアート研究／写真テクノロジー A-Ⅰ・A-Ⅱ／　　　　　　　 　　　　音楽概論／インスタレーション研究／イメージテクノロジー／写真文化論／ドキュメント／現代写真論／MA実習／映画史／シナリオ制作演習／映像理論研究　

都市郊外の平凡な風景の中で、拠り所の
ない身体を限りなく透明にしながら、風
景を包み込む陽光や大気そのものを感
受、獲得しようとする作者の柔らかな意
志に満ち溢れた作品です。写真という一
瞬の刹那に、永遠という名の時間軸を付
与することに成功しています。

舞台上の小舞台。三味線の弾き語りの二重構造
で物語は幕を開けます。山村に一人暮らす男と、
偶然出会った狐の共同生活。この世ならぬ妖か
しの世界とつながる狐。狐は男と生きることを
選び、男もまた、村の共同体に住むことに困難
を抱え、村を捨てる決意をします。作者は10
代の頃から温めていた題材を平面技法のCG で
具現化しました。滝の描写は絶妙。古典芸能の
筋運びや北斎らの様式について丹念に研究し、
表現に昇華した作家性の高い作品です。

辻村舞 『忌み子とこぎつね』
映像　3DCGアニメーション 
11min4sec

飯村鈴香 『たゆたう』
印画紙、インクジェットプリント
H297×W420mm×16点、H594×W841mm×3点

4年次は、各専任教員によるゼミを一つ選択します。ゼミでは各学生の志向に沿っ
た高度なステージが用意されており、映像の専門領域と応用領域への対応に備え
ます。映像学科の卒業制作・論文は、専任教員による指導のもと、4年間の学習の
成果を結集し、  自らテーマを定めて取り組みます

4
年次

卒業制作

卒業制作

3年次からは、より専門的で高度な制作指導が行われます。1・2年次で習得
した総合的な表現力を、選択した専門分野に応用し展開する学年です。後
期には、担当教員の個別指導を受けながら、企画から制作、作品展示まで、
すべてを自分で実践する【映像・写真表現実習】が行われます。

3
年次

【映像・写真表現実習 I】は、1・2年次において自分
自身が学んできたことを各個人・グループ別の制作と
して実践する実習で、「進級制作」と呼ばれています。
この授業では一人ひとりが企画立案から制作、上映
や展示設営までの一連の流れを、しっかりと理解す
ることが求められます。

映像表現の各専門領域を深化させる専門的な指導が始まります（領域の詳細はP.106～107）。
全方位的、多面的、総合的な学びを実現するために、3年次の【映像・写真表現実習】や
4年次の卒業制作・論文は、ジャンルの枠を取り払い、全教員による講評・評価を行います。

映像表現実習

映像表現実習

カリキュラム



専任教員

板屋緑（教授［主任］／空間・現象映像〈イメージフェノメナン〉、都市・建築表現）
黒坂圭太（教授／アニメーション表現）　
小口詩子（教授／ドラマ・映画の演出）　
小林のりお（教授／写真）
篠原規行（教授／映像制作全般、映像空間演出、撮影装置研究）
※2019年4月より造形構想学部クリエイティブイノベーション学科と兼任

クリストフ・シャルル（教授／メディアアート、音楽、パフォーマンス）
三浦均（教授／非線形物理、コンピュータグラフィックス）

客員教授

石茂雄（デジタルハイビジョン映像表現全般）　
内館牧子（脚本）

小林のりお
『多摩ニュータウン』
1984年「LANDSCAPES」より

篠原規行
『黄河断章Ⅴ』
ドローイング、フォトアクリル　H3000×W3000mm
2005年（上海戯劇学院交流展）

クリストフ・シャルル
『SETSUZOKU／接続』
パリ国立美術高等学校（ボザール）と武蔵野美術大学の学生が
制作した交流展の企画・運営 三浦均

『地球型惑星形成を科学的に解明した数値計算に基づいて作成したコンピュータグラフィックス』
CG制作　数値データ提供：小久保英一郎（国立天文台）

板屋緑
『古代ローマの建築家たち―場としての建築へ―』
（丸善／2001年）
文・写真

黒坂圭太
『緑子/MIDORI-KO』
長編アニメーション映画　55min　
2010年　制作会社：株式会社ミストラルジャパン

場所：市民交流プラザ 「プラザおおむら」
＠Plaza Omura （Omura city Nagasaki,JAPAN）

（Sat）2018.2.24 （Sun）2.25

平成29年度文化芸術アソシエイツ創造発信プログラム

http://OAISFF.jp/

こ
の
窓
の
向
こ
う
に

何
が
見
え
る
か
？

他

小口詩子
『スナメリの詩プロジェクト』総合プロデューサー　2014年～現在
『おおむら・あまみ国際学生映画祭』映画祭ディレクター　2018年

通信教育課程

Correspondence Course

［取得可能な資格］
油絵学科・芸術文化学科：中学校教諭一種（美術）
教員免許、高等学校教諭一種（美術・工芸） 
全学科：学芸員

［学生数］1学年　209名
2学年　973名
3学年　250名
4学年　809名
合計 　 2241名(2018年5月現在）

［通信教育課程サイト］ http://cc.musabi.ac.jp/
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総合課程 絵画コース
日本画コース
版画コース

生活環境デザインコース
スペースデザインコース

コミュニケーションデザインコース
デザインシステムコース

造形研究コース
文化支援コース

油絵学科

1・2年次 総合課程 3・4年次 専門課程

工芸工業デザイン学科
（2018年10月より1年次入学生は募集停止）

デザイン情報学科

芸術文化学科

学習方法

メディア授業

学習の流れ（実技科目の例）

通信授業 添削指導 面接授業（スクーリング）

造形総合科目の【絵画Ⅰ】は静物をモチーフに、通信授業の課題制作
でクロッキーやデッサンを行って基礎を培い、添削指導を経て、面接
授業（スクーリング）で木炭デッサンと油彩制作に取り組む課題です。

メインの教材は、本学教員を中心に第一線の美術
家や研究者が執筆した教科書と、各科目の課題や
学習方法を詳しく解説した「学習指導書」です。こ
れを指針に、学生は各自で課題を進めます。

通信授業では教員と直に接することはありません
が、きめ細かな添削によって十分な指導と評価を受
けることができます。例えば、提出作品は学生ごとに
すべてデータベース化され、一人ひとりの成長に合わ
せた指導が行われます。

教員からフェイス・トゥ・フェイスで指導を受け
られるのが面接授業（スクーリング）です。学生
はそれぞれの仕事や生活のスケジュールに合わ
せて無理のない時と場所を選び、限られた時間
の中で集中して直接指導を受けます。

通学することなく、面接授業（スクーリング）
と同じように、密接な双方向のコミュニケー
ションをweb上で実現し、高い教育効果を
上げることが可能なのがメディア授業です。
2018年度からは、授業のすべてがオンライ
ンで完結する科目が開講されています。
また、面接授業の学習効果をさらにアップさ
せるweb上の補助プログラム「オンラインプ
ラス」も実施しています。これは、面接授業
前の準備や課題の途中経過をオンラインで共
有することで、学習の深化を図り、面接授業
後には意見交換や教員のコメントなどを通し
て、授業の成果を振り返ることのできるプロ
グラムです。2018年度は20科目で実施して
います。

上：メディア授業はスマートフォン、タブレッ
ト端末、PCを使って、いつでもどこでも受講
できます
左：講義内容に応じて、図や写真を多用しな
がら丁寧に授業を何回でも再生して見るこ
とができます

ムサビ通信の授業形態には、「通信授業」「面接授業（スクーリング）」「メディア授業」があり、
文化科目を中心に通信授業だけで行う科目と、実技科目を中心に通信授業、面接授業の両輪で進められる科目があります。
また、オンライン上で講義動画を視聴し、質問やディスカッションを通して理解を深めながら、
修了テストに合格すると単位修得に至るメディア授業による科目があります。

造形の基礎をつくる総合課程、4学科 9コースの専門課程――。
「学びたいこと」がここにある。

ムサビ通信は、1・2年次の「総合課程」と3・4年次
の「専門課程」から成り立っています。「総合課程」
は造形の基礎を形成していく場。造形教育に初めて
触れる方でも、無理なく安心して学習を始めること
ができます。同時に、造形教育を受けた経験のある
方にとっても、受験教育や技術的な教育では得られ
ない、「表現」のための基礎を築く意味で極めて有効
です。「専門課程」では、美術、デザイン、芸術文
化研究の各分野にわたるコースに分かれ、それぞれ
の専門的な知識や技術を習得し、表現力を高めてい
きます。すでに創作活動に取り組んでいたり、美術・
デザイン関係の職業についている方の、より高度な
学習や別の専門学習に取り組みたいというニーズに
も、充実したカリキュラムで応えます。

教育環境

教育課程

吉祥寺校 三鷹ルーム

本学発祥の地であり、通信教育課程の本部が置かれている武蔵野市の吉祥寺校は週末
スクーリングなどが行われ、通信教育課程の学生にもっとも身近な施設です。

2017年4月に開室された三鷹ルームは、JR三鷹駅から徒歩3分
と交通至便の教室として、スクーリングなどに利用されます。

本学の通信教育課程、通称「ムサビ通信」は、造形を学ぶ意欲のある、

高等学校卒業以上の学歴を持つすべての方が対象です。通信授業、面接授業（スクーリング）・

メディア授業によって進められ、それぞれの興味や目的に合わせた自由度の高い履修システムで専門性を深め、

卒業時には通学課程と同じく学士（造形）の学位を取得することができます。

また、在学中に通学課程への転籍の道が開かれているほか、

教職に就くことを目的とする方のために、教員免許状を取得するための教職課程も開設しています。
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工芸工業デザイン学科（2018年10月より1年次入学生は募集停止）

生活環境デザインコース スペースデザインコース

社会環境の中で機能する各種の工業製品から、私たちの日常生活に欠かすことのでき
ない布、土を素材とするクラフト製品まで、さまざまな生活用具のデザインを対象に、領
域を超えて道具や機器の在り方を提案できるクリエイターを目指します。1・2年次では
まず、すべての領域にまたがる造形の基礎と、ものづくりの基礎的なプロセスを学びま
す。そして3年次からは、プロダクトデザイン、テキスタイル、陶磁の3領域の専門的な課
題に取り組みます。

多様な空間を対象に、その目的を達成するための空間のプランニングについて学びま
す。まず製図法などを含む基本的な設計技術をすべての学生が習得します。そして、
住空間、都市空間、舞台やTVなどの演出空間の三つの領域に大別された空間のプラ
ンニングやデザインに取り組み、自分のテーマを絞り込んでいきます。自由な発想で
空間のイメージを描き、かたちや光、素材などをイメージに合わせて構成していく力
を養います。

芸術文化学科

造形研究コース 文化支援コース

造形芸術を深く理解し、それを自分の言葉で表現できる真摯な
研究者、優れた鑑賞者の育成を目的としたコースです。造形史、
造形論、媒体研究を横断的に学びながら、文献資料の読解や分
析、研究テーマの発見、テーマに沿った見解の構築といった研究
の方法論を身につけていきます。さらに、実技やフィールドワーク
の重視など、ムサビ通信ならではのカリキュラムで、自分の目で生
の現象を捉え、そこから問題を発掘していく力を養います。

美術館・博物館の企画・運営に携わる専門家はもとより、さまざまな
立場から芸術文化の創造を支援し、その伝達を担う人材の育成を目
指しています。博物館の学芸員課程に準拠し、博物館学を中心とした
「ミュゼオロジー」を軸にカリキュラムは構成され、理論だけではな
く実制作に取り組むことも、一般大学の学芸員課程との大きな違い
です。つくり手をサポートする上でも、受け手により的確なメッセージ
を送る上でも、極めて有効な体験となるはずです。

油絵学科

絵画コース

日本画コース

版画コース

油絵を中心に、幅広い絵画表現を追究す
るコースです。学生は初心者から経験者ま
でさまざまですが、すべての学生が同じス
タートラインに立ち、対象をしっかり捉える
描写力、絵画を成り立たせる要素や技法な
ど、まず基礎力を充実させます。最終目標
は、自分の「描きたいもの」を絞り込み、
それを具体的なかたちにしていくことです。
教員は、個人指導によって各自の創造活動
をサポートし、描く楽しさ、その醍醐味を
共有していきます。

日本画は東洋画の伝統を受け継ぎながら、風土に根ざした
独自の表現世界を築き上げ、今日、さらに現代絵画として
の創造性を高めています。日本画ならではの素材や材料、
技法の習得を目指し、本コースでは1・2年次に、日本画の
用具を揃える、扱う、自由に使いこなすことに重点を置き、
3年次では古典模写、身体の描写等を通して基礎力の充実
を図ります。そして、4年次からは、自由なテーマでオリジ
ナルな表現を追究していきます。

浮世絵版画の伝統を受け継ぎながら、日本
における版画は現代美術の重要なジャンル
として、あるいは絵本やイラストの原画とし
て、多様な展開を見せています。本コース
で学ぶのは、木版、リトグラフ、銅版、ス
クリーンプリントの4版種。1・2年次で「版
表現」の基礎を学び、3年次までに4版種
すべてを体験します。各自がそれぞれの表
現を探求する中で技法を深化させ、版種の
特性と自己の表現の接点を確認しつつ、独
自性のある作品制作を目指します。

3・4年次の専門課程では、学生は4学科9コースに分かれ、各学科、各コース必修の授業科目を履修します。
必要な単位を修得し、卒業すれば、学士（造形）の学位が取得できます。

デザイン情報学科

コミュニケーションデザインコース デザインシステムコース

メディアを介したコミュニケーションにおいて、グラフィックデザインは欠かすことがで
きません、本コースでは、基礎からグラフィックデザインを学び、かたちや色、文字、
写真といった視覚言語の扱い方や、それらを融合させた表現のスキルを鍛えていくこと
を重視しています。そして、それぞれの関心や問題意識を深め、「誰に何を伝えるのか」
を明らかにし、それにふさわしいメディアによる、コミュニケーションの新しいカタチの
創造を目指します。

本コースでは「情報とは？」という問いから始まり、ハードウェア、ソフトウェア、ネッ
トワークに関する要素技術を理解し、コミュニケーションにおける情報の伝達や
符号化、マルチメディア、表現に関する技法などを習得します。そして、これら具
体的な学習成果をベースに、コミュニケーションの問題を情報システムの視点から
捉え、その解決方法を理論的に構築し、テクノロジーと表現を融合した新しいデ
ザインの方法論を確立していくことを目指します。
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鈴木智惠さん
油絵学科
版画コース　2010年度卒業

渡辺祐一さん
デザイン情報学科
デザインシステムコース　2016年度卒業

木村茉莉さん
デザイン情報学科コミュニケーション
デザインコース　2013年度卒業

働きながら美術を学べることに魅力を感じて入学しました。印象深いの
は課題の添削です。直接指導を受けているような、とても丁寧で詳しい
内容で、技術的にも高い学習効果が得られました。基礎を徹底的に学べ
たこと、在学中に独自の表現を追究できた経験は、さまざまなテーマの
企画に参加する現在の活動に役立っています。

ムサビ通信でプログラミングと出会わなかったら、現在の私はないかも
しれません。入学するまでプログラミングの経験はありませんでしたが、
学びを深めていく中でさまざまな可能性を感じ、IT系の企業に就職する
という目標を持つことができました。知識ゼロの私に、丁寧に教えてくだ
さった先生方には感謝しています。

現在は広告代理店の制作部で働いています。ただ見た目をよくするテ
クニックではないデザインの本質、企画の考え方、アイデアの出し方な
どを在学中に学べたこと、そして、自分自身で学習計画を立ててスケ
ジュールを管理し、締め切りに間に合わせる“ガッツ”を身につけられた
ことも、広告の仕事をする上で大きな支えになっています。

『a moment-10-5』（優秀賞）
H620×W470mm　リトグラフ

『transparent box』

『齋藤さん家のおもてなし
「ふるまう・楽しむ・気づかう」』 本×3冊

伊藤由実

コーデノロジスト荒川修作にみる芸術表現
̶̶時代の閉塞感に対する天命反転住宅の射程

　「コーデノロジスト」とは新造語であり「芸術•哲学•科学
の総合に向かい、その実践を推し進める創造家」とある。自
ら新たな位置付けを設定した荒川修作は、従来からある領域
を無視した、統合的な制作姿勢を試みた。2005 年、東京都
の三鷹に建築された「天命反転住宅」は、コーデノロジスト
としての制作視点が反映された作品である。
　荒川修作は、1960 年頃から前衛芸術家として世界的な活
躍をし、表象的な図形や記号や意味を用いた精神世界を視覚
化する表現や「身体」を意識した表現を経て、生と死の深淵
に遡行しようと「天命反転住宅」を建築した。
　しかし、天命反転住宅は「芸術」として扱われにくい側面
が存在する。本論文は、既成の概念を打ち破る試み、多様化
と脱領域、破壊的イノベーションや反バリアフリーの効用な
どに触れながら、現代社会において浮かび上がる、時代の閉
塞感について考察し、芸術の領域とコーデノロジスト荒川修
作の表現について検証する。

伊藤由実さん
芸術文化学科
文化支援コース　2012年度卒業

グラフィックデザイナーの仕事をしながら、芸術文化学科に編入学しま
した。時間と労力をかけてムサビ通信で学んだ経験は、しっかりと私の
糧になっています。作品を前にした時、そこから情報を得る力や他者に伝
える力がつきましたし、社会問題解決型のアートプロジェクトを運営する
中で、欠かせないスキルとなっています。

『コーデノロジスト荒川修作にみる芸術表現』　
論文　A4判、23ページ+参考資料

大学院

Graduate School

武蔵野美術大学大学院は、学部における一般的・専門的な教育

の基礎の上に、美術・デザインに関する専門技能、理論および応

用を教授、研究し、深奥を究めた人材を養成することで、文化の

創造・発展に寄与することを目的としています。造形研究科修士

課程は1973（昭和48）年に設置、博士後期課程は2004（平成

16）年に設置されました。2019（平成31）年4月には新たに造形

構想研究科を開設し、修士課程を設置します。
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「人のコミュニケーション」とは、メッセージの伝達だけでなく、
音声・視覚・身振りなどの認知機構で人や環境に働きかける、ダ
イナミックで生態学的な認知と行動のプロセスです。本コースは
その視点から実践と理論の研究を展開し、新しいデザインの模索、
自己の専門分野の確立を目指します。視覚言語、デザイン論など
の理論、ライティング・スペース・デザイン、情報デザイン、環
境デザイン、そして統合的なコミュニケーション・デザインの分
野を研究対象としています。

舞台美術全般、環境デザイン、インテリアデザイン、ファッショ
ンデザインに基点を置きながら、固有のテーマを掲げて研究を進
めます。人間を取り巻くあらゆる空間的な関わりの中で、文化的
な役割を背景とした、より豊かな想像力と高度な造形創造力を持
つスペシャリストの育成を目指し、指名制による教員との研究計
画作成をもとに、必要に応じて多彩な専門分野の教員が協力し、
方法論だけではなく高度な技術的指導を行う多角的なプログラム
が特徴です。

デザインの各専門領域や造形に通底する問題、あるいはデザイン
論やデザイン史、形態、色彩についての諸説や歴史を、情報・通
信をはじめとする技術革新や産業・生活構造、社会変革の中に位
置づけながら、社会的・人間的・文明的な文脈において研究しま
す。情報やメディアのためのデザイン、社会のためのデザイン、
グランドデザインなど、新たな研究領域における問題の理解や解
決、批判、デザインの提案についても、問題を総合的に捉える思
考と方法論を身につけます。

インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、クラフトデ
ザインの各領域があり、クラフトデザインは素材別に金工、木
工、陶磁、ガラス、テキスタイルに分かれています。学生は各
自の領域を中心に研究を進めますが、人間の生活と関わる仕事
を成し遂げるためには、広い視野を持ち、さまざまな角度から
問題を検討することが必要です。そのため、担当教員の指導に
限らず、関連領域の方々から指導や助言を得られる協力体制を
整えています。

学部での設計や研究をもとに、建築が成立している社会的背景を
意識して研究や制作をさらに深めていきます。各専任教員の専門
分野が反映されるスタジオに所属し、プロジェクトや研究を実践。
関係領域の教員の助力によって広範囲に展開していきます。また、
一級建築士試験に必要な2年の実務経験要件を満たす【建築設計
実習】と【建築設計インターンシップ】を設けており、より実務
的な内容を履修することも可能です。

社会性を考慮した論理的アプローチと美を求めた感覚的アプロー
チの両面で成り立っています。デザイン情報学コースは論理に基
づくデザイン提案だけでなく、感覚的な思考のプロセスを分解
し、新たに研究制作として構築することを期待します。また、指
導教員の研究分野である「コミュニケーション・メディア表現系」
「ネットワーク・デジタル技術系」「インタフェース・インタラク
ション系」の三つの専門領域を中心としながらも、それらを横断
的な視座で捉えた研究を試みます。修士の最終成果は［1］メディ
アやデザインなどシステムの提案、［2］コンテンツ・表現の研究
論文、［3］上記に関連する作品制作を目標とします。

視覚伝達デザインコース

デザイン専攻

空間演出デザインコース

基礎デザイン学コース

工芸工業デザインコース

建築コース

デザイン情報学コース

F G

I J

H

学部で培った日本画の基礎を踏まえた上で、より一層の自己確認
を繰り返しながら研究を積み重ねていきます。年間400号以上
の課題を設定していますが、各自が自由に計画を立てて実習を進
めます。【日本画研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】は、新しい表現への意欲を高め、
創作活動の意味を体得する実験研究の期間です。修了制作は2年
間の集大成であり、修了制作展で学内外へ向けて発表します。作
家としてデビュー作となる重要なポイントです。

学部で習得したものをさらに深く探究し、各自が作品のレベル
アップを目指します。また作品の問題点や方向性を、担当教員と
ともに、専門的・具体的に考えていくのも大きな特徴です。絵画
を中心にしたさまざまな表現が志向され、アトリエは意欲的な雰
囲気に溢れています。作品を介して会話が生まれ、批評が立ち上
がる世界において、学生は開かれた広い視野で美術を捉えながら、
画家や美術家になるためのステップを一歩一歩進んでいきます。

美術専攻6コース、デザイン専攻6コースの全12コースが開設されています。

造形研究科修士課程

日本画コース

美術専攻

伝統的な技法から写真やCGを取り入れた表現媒体を介して、学
生それぞれのテーマを大切にしつつ、創造的な世界を拡大してい
きます。近年は「版」を手段とした個の表現を確立し、現代美術
を意識した絵画的領域も出現しています。凸・凹・平・孔の4版
種の工房には、大型版画に対応する設備があり、版種の持つ原理
原則をもとに、版表現に可能性を求めて制作研究を行うことがで
きます。ここから次世代を担う表現者、研究者を育成します。

版画コース

造形表現の歴史的、理論的な研究を行います。研究対象は、時代
としては古代から現代まで、地域としては日本、東洋、西洋、ま
た分野としては美術、工芸、デザイン、建築とし、諸ジャンルや
境界にとらわれない総合的な教育を行います。また作品に表され
ているものやそれ自体を感覚と知性を働かせて解明し、作品の意
義を探究する能力の習熟を目指します。

造形理論・美術史コース

油絵コース

将来彫刻家、美術家を目指す者として専門性を深め、そのための
情報を受信し、社会に向けて自己の表現を発信する2年間です。
大学院を学部4年間の単なる延長としてではなく、研究室ととも
に、変転する価値観の中で美術の在り方を考察し、時には学部生
をリードする立場を取りながら、自己の専門性を確立する過程と
して位置づけています。

彫刻コース

コース名にある「政策」とは、美術と社会をめぐる諸事象を支えて
いる「思想・理念」、すなわちアート・ポリシーを指します。芸術
文化を真に人々のものとするために、芸術を求める心や「美」のあ
りかを広く探究しつつ、社会とアートの関わりを考察し、より高
度なマネジメント能力と専門的な高い教養を身につけた人材を育
成します。さらに、従来の芸術学や美術史的研究をも包括します。

芸術文化政策コース

A

D

B

EC

A：日本画コース 『夢・記憶』 ワン ジェフェイ／B：油
絵コース 『夕景』 国川広／C：版画コース 『私の鳥
ちゃん殺された』（その他4点）ジョ ギョウヨウ／D：
彫刻コース 『Thoght2』 亀元円／E：視覚伝達デザイ
ンコース 『刺・青』 ショ ブンバイ
F：工芸工業デザインコース 『NEW-OLD OLD-NEW 
PROJECT 004“FROAM”』 シン イクコウ／G：空間
演出デザインコース 『雲の種まき cloud seeding』神
楽岡久美／H：建築コース 『穴を綴る』 野口友里恵　
I：基礎デザイン学コース 『型–人を型取るもの–』 高
橋輝／J：デザイン情報学コース 授業風景
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インフォメーション

Informationアイデアや仕組みづくりのできる「創造的思考力」をもとに、
徹底したプロジェクト実践型のカリキュラムで、実社会でチー
ムを率いるクリエイティブリーダーシップを高めます。造形構
想学部との合同演習で学部生のマネジメントを経験したり、ス
タートアップ研究などで新しいビジネスやサービスを生み出す
方法を学ぶことが可能です。クリエイティブマネジメントや、
起業・スタートアップ、ビジネス戦略といったフィールドで活
躍する人材を育成します。

本研究領域では、人間の本質的要求で
ある表現を問い直し、人間の存在に関
わる新たな世界観の創出を目指しま
す。さらに作品の制作を通して、美術
表現における認識、価値観、表現方法、
素材、技術、歴史などの問題を探究
し、普遍的で新たな表現の可能性を探
ります。平面表現、立体表現、空間造
形表現に留まらず、他の研究領域との
協同作業も視野に入れたプロジェクト
計画、映像表現、さらに多様なメディ
ア表現を加え、横断的で複合的な新た
な表現領域の可能性も探ります。

造形表現に関する歴史的・理論的研
究は、対象領域が拡大しており、隣
接する諸科学との協働も必要となっ
ています。本研究領域では、歴史的
あるいは現在の制作実践を社会との
影響関係や、専門的な知識を前提と
した新しい視点から分析や解釈を行
います。また、研究の在り方や理論
の更新や、新たな創造の可能性も探
究します。造形芸術領域の学術研究
者のほか、制作をはじめとする造形
教育や批評、美術館の活動などに寄
与する人材を対象とします。

映像、写真の各領域に分かれて研究を進めます。映像領域では、
あらゆる側面で機能している映像のさまざまなかたちを分析し
て、「映像とは何か」さらには「どんな映像が可能か」を考え、
個人的表現から社会的機能まで、その可能性の追究を行い、全方
位的に研究を展開していきます。写真領域では、大きな変革期に
ある現代の写真環境を全方位的・複合的に捉え直して、それをい
かに新しい表現に結びつけていくかを、教員とともに考察、実践
していきます。

現代社会におけるひと・もの・情報、そ
れらから構成される環境を対象に、コ
ミュニケーションデザイン、プロダクト
デザイン、クラフトデザイン、空間デザ
イン、建築、映像デザイン、情報デザイ
ンなどの分野が含まれます。研究テーマ
は、さまざまな道具・空間・情報に関係
するデザイン研究、物質と人間の関わり
や環境課題を対象とする研究、人間の認
知をはじめとする行動などの評価と研
究、環境設計システム（仕組み）のデザ
インと研究（マネジメントや政策を含む）
などが考えられます。

クリエイティブリーダーシップコース

作品制作研究領域 美術理論研究領域

映像・写真コース

環境形成研究領域

2019年4月に新設される造形構想研究科は、2コース3領域で構成されています。

造形芸術専攻の三つの研究領域は、それぞれが自律性を持ちながら、
他の領域を究めるために役立つよう有機的に結びついています。

造形構想研究科修士課程（新設）

造形研究科博士後期課程

A：映像・写真コース 『時計職人の物語』 チョウ メイノウ　
B：映像・写真コース 『null』 田巻海　
C：作品制作研究領域 『呼吸』（部分）リュウ イエ　
D：作品制作研究領域 『めぐる』 猪上亜美　
E：博士後期課程 研究中間報告会の様子

A B

C

D E
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オープンキャンパス
毎年6月と8月に鷹の台キャンパスでオープンキャンパスを開催して
います。授業課題の作品展示、施設見学ツアー、体験授業、学生との
交流企画、個別相談など、さまざまなイベントを用意しています。 卒業・修了制作展

毎年1月下旬に、学生時代の集大成であり、作家としての第一歩
となる卒業・修了制作展を鷹の台キャンパスで開催しています。
一般にも公開し、キャンパス全体がギャラリー空間となります。

芸術祭
芸術祭の活動を学事の一つとして捉え、10月末から約2週間
(祭典期間3日）を課外活動期間として設定しています。一
般に向けて公開する作品展示会は、各サークルの個性的な模
擬店とともに伝統的な行事になっています。

2019
8月

冬季休業
（12月17日―1月5日）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

真
夏
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス（
8
月
18
日
―
19
日
）

芸
術
祭（
10
月
26
日
―
28
日
）

◎
造
形
学
部
公
募
制
推
薦
入
学
試
験（
前
期
）

◎
造
形
構
想
学
部
総
合
入
試（
前
期
）

◎
大
学
院
造
形
研
究
科
・
造
形
構
想
研
究
科
修
士
課
程
入
学
試
験（
A
日
程
）

後
期
授
業
終
了（
12
月
15
日
）

◎
造
形
学
部
編
入
学
試
験

◎
造
形
学
部
外
国
人
・
帰
国
生
特
別
入
学
試
験

◎
造
形
学
部
公
募
制
推
薦
入
学
試
験（
後
期
）

◎
造
形
構
想
学
部
総
合
入
試（
後
期
）

◎
造
形
構
想
学
部
学
科
別
入
試（
外
国
人
留
学
生
特
別
方
式
）

後
期
講
義
科
目
定
期
試
験（
1
月
7
日
―
12
日
）

◎
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

◎
大
学
院
造
形
研
究
科
・
造
形
構
想
研
究
科
修
士
課
程
入
学
試
験（
B
日
程
）

卒
業
制
作
・
論
文
提
出
・
採
点（
1
月
15
日
―
20
日
）

卒
業
・
修
了
制
作
展（
1
月
17
日
―
20
日
）

◎
造
形
学
部
一
般
入
学
試
験

◎
造
形
構
想
学
部
学
部
統
一
入
試
・
学
科
別
入
試

◎
大
学
院
造
形
研
究
科
博
士
後
期
課
程
入
学
試
験

卒
業
式（
3
月
16
日
）

後
期
授
業
開
始（
9
月
3
日
）

入学式
まるで舞台芸術を見ているかのような華やかな入学式は、1年の始ま
りを告げる大きなイベントです。教員や学生が中心となって式の演出
を手がけ、毎年趣向を凝らしたパフォーマンスで新入生を歓迎します。

2018
4月 5月 6月 7月

夏季休業
（7月23日―9月1日）

入
学
式（
4
月
4
日
）

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス（
6
月
9
日
―
10
日
）

前
期
授
業
終
了（
7
月
14
日
）

前
期
講
義
科
目
定
期
試
験（
7
月
16
日
―
21
日
）

通
信
教
育
課
程
・
ス
ク
ー
リ
ン
グ（
7
月
20
日
―
8
月
26
日
）

卒
業
・
修
了
制
作
優
秀
作
品
展（
4
月
4
日
―
28
日
）

前
期
授
業
開
始（
4
月
9
日
）

斬新な舞台装置、映像・光・音楽の競演。

ムサビの学生生活は、そんなクリエイティブな入学式からスタートします。

 6月、8月と年2回のオープンキャンパスをはじめ、秋の芸術祭（学園祭）や、

キャンパス全体をギャラリーとする卒業・修了制作展など、イベントが目白押しです。

また、さまざまなサークル活動を通じて、学年や専攻を超えた仲間ができるだけでなく、

イベントでは、力を合わせて大きな目標を達成する集団活動の楽しさが発見できます。
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イラスト研究会／映画研究会MUSA☆ CINE／ epa!／MKP／MWE／ガラス研究会
／競技かるた／軽音楽同好会／劇団むさび／写真部／造形教育研究会・アトリエちびく
ろ／茶乃会／東京五美術大学管弦楽団／人形劇団ダニ族／ねこ部／版画部／文芸部／ポ
ケモン部／MAUコーラス／漫画研究会／M.E.S.A.（ムサビ・イングリッシュ・スピー
キング・アソシエイション）／MODERN JAZZ SOCIETY／ものラボ／モンスタレー
ションクラブ／窯工研究会／ラテン音楽研究会／ロック研究会

MWFプロレスリング／キックボクシング部／弓道部／競技ダンス部／剣道部／硬式テ
ニス部／サイクリング部／サッカー部／少林寺拳法部／スキューバダイビング部／卓球
部／軟式野球部／バスケットボール部／バドミントン部／バレーボール部／パンチスタ
／フットサルサークル／ラグビー部／リーゼンスキー部／ワンダーフォーゲル部

空デの実技科目「実在実習」のグループ制作風景。「食堂」という
テーマに対し、食堂に並んでごはんを待つ“間”と、ポップコーンが
膨らんでいく“間”を関連づけて教室内を演出。

大学近くのアトリエにて。2人の同級生とグループを組
み、アパートを借りて制作に励む。芸術祭では3人で手づ
くりの“おみくじ”を配るパフォーマンスもした。

時間が空いた時、必ず足が向くのが図書館。写真集を眺め
たり、静かな空間でのんびりと考えを巡らせることも。

学内の世界堂（画材店）にもよく立ち寄る。さまざまな画材を眺め
る中で、作品のヒントが思い浮かぶことも少なくない。

公認サークル一覧 （2018年5月現在）

文化系サークル（27団体）

スポーツ系サークル（20団体）

作品づくりに思う存分向き合える
とてもワクワクする毎日です

 2年生の今は、午前中が座学、午後が実技というスケジュールです。座学
では面白そうなものはできるだけ受講してみようと思い、文化総合科目に
加えて学科別科目の「衣服論」や「色彩計画」も選択しています。文化人
類学やフランス語など、中学・高校では学べない分野や語学に触れられ
るのも、大学ならではだと感じます。
ランチタイムは12号館地下の食堂を利用したり、ベーカリーでパンを買っ
て、友人とおしゃべりしながら過ごすことが多いです。ただ、制作が忙し
い時期は、アトリエで簡単に済ませてしまうこともあります。
大学の課題と並行して、個人でもイラストや撮影の仕事をしています。外
の世界と関わることが好きで、お話をいただいたら積極的に挑戦してい
ます。周りを見ても、学生の頃からデザイナーや企業と仕事をしている人
は少なくありません。
私は美術系の高校から進学しましたが、ムサビには真剣に制作に打ち込
む人が多く、私も頑張らないと、と自然に思える環境です。先生は第一線
で活躍されている方ばかりで、「一人のクリエイターの作品」として私たち
にアドバイスしてくれるため、デザイン会社で働いているようなリアルな
気持ちになります。デザインや美術を思う存分学べて、作品づくりに向き
合えるムサビの毎日は、とてもワクワクします。

水野ひまわりさん
造形学部 空間演出デザイン学科 2年

自宅通学が約50％ともっとも多く、1人暮らしが続きま
す。最近はシェアハウスに暮らす学生もわずかにいる
ようです。なお、通学にかける時間は、半数近い学生が
｢30分未満」と答えています。

※「第7回・学生生活実態調査報告書」をもとに作成。

図書館と、アトリエや工房で過ごす学生がほぼ同数。食
堂や喫茶室に集まってグループ制作の話し合いをする
学生も多く、学生が集まるスペースはいつも活気に満ち
ています。

日々、制作に忙しいと思われがちなムサビ生ですが、制
作もサークル活動もアクティブにこなす学生は45％以
上と半数近くいます。

空き時間を過ごす場所は…自宅通学 or 1人暮らし？ サークルに入っている学生は？

自宅通学
（50.6%）

図書館
（26.7%）

入っている
（45.9%）

アトリエ・工房・
実習室（26.6.%）

その他（0.9%）

1人暮らし
（44.5%）

食堂・喫茶室
（17.5%）

入っていない
（50.5%）

シェアハウス
（2.5%）

サークル
部室
（7.7%）

共用
コンピュータ室
（5.8%）

屋外
（4.2%）

その他（11.5%） これから入りたい
（3.6%）

本学または本学推薦の
学生寮（1.5%）

データで見るキャンパスライフ
1人暮らしの割合や、空き時間を過ごすのに人気の場所など、
ムサビ生のキャンパスライフをデータから見てみました。
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課外活動
本学のサークル活動は鷹の台ホールB棟・C棟を拠点に、
学生の自主的参加に基づいて運営されています。

キャンパスライフ

学生インタビュー
ムサビ生はどんなキャンパスライフを過ごしているのでしょう。
空間演出デザイン学科の学生に、ムサビでの日々を語ってもらいました。

キャンパスライフ



正門

10号館（空間演出デザイン学科／視覚伝達デザイン学科／基礎デザイン学科実習室ほか）
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6号館
（版画工房ほか）

第1校舎
（絵画組成室ほか）

図書館

美術館

第2校舎
（実習室ほか）

鷹の台ホールB棟
（サークル室、展示室、課外スタジオ、会議室ほか）
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（第1食堂、画材店）
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9号館（デザイン情報学科／芸術文化学科実習室ほか）
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13号館

11号館B
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14号館
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11号館A
（共通彫塑実習室・研究室）

体育館

11号館C
（共通彫塑個人研究室）

駐車スペース

テニスコート総合グラウンド

駐車スペース
東門

石彫場

工房5（共通絵画研究室、シルク工房ほか）

守衛室

守衛室 守衛室

N

S

地下通路

（民俗資料室、大学史史料室）
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東京の郊外、玉川上水が流れる小平・鷹の台に本学のメインキャンパス「鷹の台キャンパス」が

あります。文化勲章を受章した建築家・故芦原義信名誉教授のマスタープランのもとに設計･建

設され、1961年に開設されました。110,040.59㎡の敷地には、多様な創造活動と充実した学生

生活をバックアップするさまざまな環境・施設が整っています。
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1998年に開廊した「ギャラリーαM」(2002年閉廊）を前身に、東京・馬喰町に2009年4
月に開設された「gallery αM」。2018年には活動開始30周年を迎えました。ジャンルを
問わず質の高い表現を有するアーティストに作品発表の場を提供し、社会に斬新な価値を
発信できるキュレーターに展示企画の場を提供することを目的としています。

東京・六本木（赤坂）にある東京ミッドタウン・デザインハブ内に開設された情報発信拠点
です。公開講座や展示、企業・団体と連携した研究会やイベントを企画・実施し、これから
のデザインやデザイン教育を議論しながら美術大学の社会貢献力を強め、社会と大学が
新しいかたちでつながる環境を創出しています。

ワークショップや学生の活動を紹
介する展示、社会人向けのデザイ
ン教育プログラムなども実施してい
ます。左：デザイン・ラウンジ外観 
右上：フィンランド発フードデザイン
ワークショップ「PAI PAI パイパイ」
の様子 右下：WEデザインスクール 
2017年第二期講座「デザイン制作
トレーニング基礎」の授業風景

企画は学内で選定するゲストキュ
レーターに1～2年の任期で委託
し、アートシーンの活性化につなが
る批評性の高い展覧会企画を行っ
ています。写真は光田ゆり（DIC川
村記念美術館）による2017年度
の企画展から。左：「鏡と穴 彫刻
と写真の界面 vol.7 野村在」 右上：
「鏡と穴 彫刻と写真の界面 vol.1 
高木こずえ」 右下：「鏡と穴 彫刻と
写真の界面 vol.4 小松浩子」　
撮影：木奥恵三

奈良寮

奈良県奈良市内にある「奈良寮」は、学生、教職員、卒業生が利用できる福利厚生
施設の一つです。日本美術院に所属し、国宝や重要文化財の修復に大きな功績を残
した故新納忠之介（にいろ・ちゅうのすけ）氏の旧宅で、この地方に独特な大和棟
高塀造の民家を改修復元し、研究旅行の拠点として活用しています。

五箇山「無名舎」

富山県南砺市にある「無名舎」は、本学有志を中心とした民芸研究グループ「無名
会」から寄贈された合掌造りの民家を改修した福利厚生施設です。合掌造りの民家
は、1996年、岐阜県白川郷とともに世界文化遺産にも加えられ、和紙の産地として
も知られる地元、旧平村地区との交流も行っています。

デザイン・ラウンジ

gallery αM
｢武蔵野美術大学 美術館･図書館」は、美術館、図書館、民俗資料室、イメージライブラ

リーから成る「知の複合施設」です。本学の教育研究活動を支える施設として、また社会

に開かれた専門大学の研究機関として、教育研究機能の充実を目指しています。美術・デ

ザイン作品、図書資料、民俗資料、映像資料など、属性や扱いの異なるさまざまな資料群

を相互に関連づけて利用することで、より充実した学修・研究を行うことができます。

美術・デザイン資料の収集・保存、データベースの構築、展覧会の企画・開催、
図録の編集・発行などを行っています。特に、約3万点におよぶポスターと約400
脚の近代椅子など4万点以上の収蔵品は、デザイン研究の基礎資料として社会的
にも大きな意義を持つコレクションです。

イメージライブラリーの活動
映像資料専門図書館として、2万タイトルを超す映画、アニ
メーション、ドキュメンタリーなどの映像資料を所蔵し、個
人視聴ブース、グループ視聴室での館内視聴、一部の資
料の貸出サービスを行っています。また、上映会や講座な
どの企画開催、映像に関する情報誌の発行を行っています。

民俗資料室の活動
13号館にある民俗資料室は、9万点に及ぶ民俗資料の収
集・保存・公開を行っています。民俗学者・宮本常一を中
心とした生活文化研究会により収集された資料をはじめ、
日本観光文化研究所の寄贈資料や、写真家・薗部澄氏によ
る郷土玩具のコレクションも貴重な資料です。

造形研究センターの活動
造形研究センターは、文部科学省「私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業」に採択された、専門領域と学科の枠
を超えて横断的かつ先進的な研究を行う全学共同の研究
施設です。美術館･図書館が所蔵する研究資料の保存・活
用・公開を行っています。

美術・デザイン分野の専門書を中心に、31万冊の図書と5,000タイトルの雑誌を
所蔵し、学修・研究に必要な資料を提供しています。美術系大学や美術館・博物
館の研究紀要、国内外の展覧会図録も充実しています。多摩アカデミックコンソー
シアムという大学協力機構を活用し、近隣5大学の図書館も利用可能です。

多岐にわたる展覧会など
活発な情報発信も展開。
写真は2017年秋に開催
された展覧会「戸谷成雄 
̶現れる彫刻」の会場
風景。
撮影：山本糾

貴重書として、近代デザイン資
料、和装本資料、博物図譜、
挿絵本、アーティストブックな
どを所蔵し、授業や展覧会、研
究資料として活用しています。

美術館活動 図書館活動
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「Global Design Initiative（GDI）」とは、本学とロンドン芸術
大学セントマーチンズ校（イギリス）、ケルン・インターナショナル・
スクール・オブ・デザイン（ドイツ）、ラサール・カレッジ・オブ・アー
ト（シンガポール）実践大学（台湾）が協働、持ち回りで主催する、
新しいデザイン教育の構築を目指す国際ワークショップです。

世界の第一線で活躍するアーティストやデザイナー、研究者を
「訪問教授」として招聘し、シンポジウムや特別授業、ワーク
ショップなどを行っています。また、英語で専門科目を学ぶ
授業の拡充、TOEIC受験対策の課外授業や集中講座、英語
以外にも多数の語学科目を開講しています。

Global Design Initiative 訪問教授・語学教育の拡充

ASIA & OCEANIA
中国
●中国美術学院／杭州
●上海戯劇学院／上海
●上海視覚芸術学院／上海
●中央美術学院／北京
●清華大学美術学院／北京
●広州美術学院／広州
香港
●香港理工大学設計学院／九龍
台湾
●国立台湾芸術大学／台北
●実践大学／台北
●台湾国家教育研究院／新北
韓国
★弘益大学校／ソウル
●東西大学校／プサン
インドネシア
●バンドン工科大学／バンドン
シンガポール
●ラサール・カレッジ・オブ・アート／シンガポール
タイ
●シラパコーン大学／バンコク
インド
●インド国立デザイン大学／アーメダバード
オーストラリア
●ロイヤルメルボルンエ科大学／メルボルン

NORTH AMERICA & SOUTH AMERICA
アメリカ
●シカゴ美術館附属美術大学／シカゴ
★プラット・インスティテュート／ニューヨーク
●ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン／プロビデンス
チリ
●チリ・カトリック大学DUOC 財団設立専門機関／サンティアゴ

1994年、中国美術学院との協定締結から始まった本学の海外教育機関との交流。現在では36校と協定
が結ばれています。いずれも各国や地域を代表するトップクラスの美術・デザイン教育を展開する高等教
育機関です。また、下記以外にも、本学的交流を通じて、友好関係にある交流校が数多くあります。 

海外教育機関との交流協定

海外の教育機関との共同プロジェクトを通して、新たな美術・デザイン教育の方法論を模索
するとともに、本学の教育の在り方を世界に発信する取り組みです。左：2017年11月、本学
で行われた「第12回中英韓日4か国学生交流展2017 in MAU」の講評会の様子。グラフィッ
クデザイン領域は上海視覚芸術学院、映像領域はレディング大学と本学映像学科、インテリ
アデザイン領域はソウル芸術大学と、それぞれの分野の学生が「庭―伝統技術現代化」とい

う共通テーマに挑む異分野交流が目的の交流展で、50名を超える学生・教員が参加しまし
た。 右：デンマークデザインの変遷を学習の根拠とし、一連の調査、ワークショップを行うプ
ロジェクト。本学の学生6名が参加し、デンマークのDESIGN SCHOOL KOLDINGでの2日
間のワークショップでは寄木材の食器をデザインしました。また、全員が自身の作品を英語で
プレゼンテーションし、聞く・話す・考えるを同時に行う英語力向上を目指しました。

国際交流プロジェクト

海外留学制度

本学では現在、海外の美術大学・大学院36校と国際交流協定を結び、そのうちの8校と

は協定（交換）留学を実施しています（右の世界地図内の★印が協定留学先）。協定留

学とはそれぞれの大学に毎年1、2名の在学生を半年～1年間派遣し、協定校からは各校

1、2名の学生を本学に受け入れる制度です。留学を希望する本学の学生は学内選考によ

り選抜され、3年次か4年次に半年～1年間留学することになります。また、留学先で修

得した単位は審査を経て本学の単位として認定されるため、休学することなく4年間で

卒業することができるほか、留学先の学費が免除され、海外留学奨学金が支給される経

済的なメリットもあります。希望者には協定留学説明会や派遣学生帰国報告会など、現

地の情報を得られる機会も用意しており、不安を解消した上で、安心して留学すること

ができます。さらに、留学先の履修単位が認定される認定留学制度や、休学届を提出し

て留学できる一般留学制度、語学研修のための短期留学も実施しています。

本学は前身である帝国美術学校（1929〈昭和4〉年創立）が東アジアから多くの学生を受け入れたこと

に始まり、美術・デザインの高等教育機関として先進的に国際交流活動に取り組んできました。世界21

の国と地域36校の美術・デザイン大学と協定を結び、国際交流プロジェクト、留学生の派遣や受け入

れなどを実施するほか、第一線で活躍する訪問教授による特別授業や、学生の海外での活動支援を推

進しています。さらに、学生が世界を目指すことをサポートする「武蔵野美術大学グローバル人材育成プ

ログラム」を用意し、国際的な人間として活躍できる総合力を持った人材の育成を強化しています。

海外留学のための奨学金制度

本学は海外留学に臨む学生、卒業・修了者を経済的にサポートする三つの奨学金を用
意しています。

海外留学奨学金：協定留学生のための奨学金で、留学先によって月額7～10万円を留
学機関に応じて支給しています。
パリ賞：将来の活躍が期待され、国際的視野を持つ本学出身者を対象に、本学が創立
会員として使用権を有するフランス・パリの「国際芸術都市」アトリエに1年間入居し、
創作活動を認める賞です。副賞として研究費100万円を授与し、ヨーロッパ留学と創
作研究活動の機会を与えています。

EUROPE
フランス
★パリ国立高等美術学校／パリ
フィンランド
★アールト大学美術デザイン建築学部／ヘルシンキ
イタリア
★ミラノ工科大学デザイン学部／ミラノ
イギリス
●ノッティンガム・トレント大学芸術・デザイン学部／ノッティンガム
★ロンドン芸術大学／ロンドン
●グラスゴー美術学校／グラスゴー
●レディング大学／レディング
デンマーク
●デンマーク王立芸術アカデミー建築学部／コペンハーゲン
ドイツ
★ケルン・インターナショナル・スクール・オブ・デザイン／ケルン
★ベルリン芸術大学／ベルリン
スウェーデン
●スウェーデン国立芸術大学／ストックホルム
●コンストファク／スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学／
　ストックホルム
ベルギー
●アントワープ王立美術学院／アントワープ
リトアニア
●ビリニュス美術大学／ビリニュス
ロシア
●イリヤ・レーピン名称サンクトペテルブルク
　国立絵画・彫刻・建築アカデミー／サンクトペテルブルク
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イベントや旅行好きな 20 代～ 30 代

ショッピングや物販イベントを思いっきり楽しみたい！電車を使っ

て少し遠出するような時、行きはスーツケース等で嵩張りたくなく、

帰りは手荷物減らして帰りたいと思っている

出発時従来 帰宅時

♪
♪

折りたたんでカバンにも収納できる携帯性

User

Concept

趣味やイベントを最大限楽しむ為に ...
より身軽に、安全にイベントを楽しむ為のキャリーカートの提案

折角のイベント当日 ...

荷物の事を気にせず思う存分楽しみたい！

コンセプト

ホール、同人イベント好きの

20 代半ば男性

折角のイベント当日、欲しいモノはたくさんあ

るけど帰りの荷物を考えるとちょっと大変。と

はいえスーツケースは面倒だし会場でも邪魔に

なりがちな事を気にしている。

UserSolution

欲しいモノが沢山あるけど荷物の事を考えて躊躇いが

ち。とはいえ会場内で空のカートを転がしたくはないし、

実際にトラブルの原因にもなりがち。

帰り際に購入して帰る事で行きの荷物を減らし、イベン

ト中も身軽に楽しむ事が出来る。会場内でも邪魔になり

にくい薄型ボディ。A4 サイズもゆったり入る。

イベントのコラボグッズとして販売することで記念品と

しての価値と同時に宣伝効果も得られる。次回のイベン

ト時や普段使いも出来るデザイン。

問
題
点

解
決

展
開

趣味に全力を注いでいる人

社会人 1 ～ 2 年目で

金銭面は少し余裕がある

荷物のことを気にせず

身軽にイベントを楽しみたい

♪
♪

Memory 
Home

「キャリーカート」と、ふと聞いた時キャリーカートに対しどのような印象を持っているだろうか .. ？

一般的にはキャンプ用品や事務用品、それから高齢者の方が肩や腰に負担をかけずに荷物を運ぶ、そ

んな意味合いが強いように感じた。しかし、普段使いというにはどうしても大きくなりがちで「今日

は使うぞ！」という日でないと中々使う機会が少ない印象があった。リサーチの段階では持ち運び、

というよりも収納の意味でコンパクトな商品が多い傾向にあった。そこで、キャリーカートの普段使

いという点に着目し、「行きはスマート、帰りはカートで楽ちん」そんなライフスタイルが可能になる

薄型でカバンに対してコンパクトなカートが実現できれば、より気楽にカートを使用する事が出来、

ショッピングやイベントをよりスムーズに楽しんでいただけるのではと思い提案に至りました。

折りたたんで携帯できる薄型キャリーカート

Folmobi
folding and mobile carrycart

帰りを気にせずより充実したイベントを過ごす為に ...

Memory 
Home

工芸工業デザイン学科インダストリアルデザインコースの学生によるポートフォリオ。
プログラムにおける的確な指導により、短期間に大幅なステップアップが図れます。

キャリア・就職支援の流れ

■授業　□キャリアセンタープログラム

3年次1・2年次 4年次

ポートフォリオとは、自らの能力や作風をアピールするために、これまで手
がけてきた作品をまとめた冊子やファイルのことです。美大生の就職活動
において、ポートフォリオは履歴書やエントリーシートと同じくらい重要視
されるツールと言えます。本学は2010年からポートフォリオの作成につい
て、教員や企業デザイナーから直接指導を受け、意見やアドバイスを取り
入れながら学生を支援するプログラムを行っています。
現在は五つの業界・分野ごとに選抜された学生の代表による、ポートフォ
リオ・プレゼンテーション指導会や展示会を軸としながら、実際に就職活
動を経験した先輩による発表会など各種イベントを実施し、ポートフォリ
オの捉え方やつくり方のエッセンスを共有しています。

インターンシップ
インターンシップでは企業や公的機関、各種団体等での
就労体験を通じて、社会への視野を広げ、業界や職種
への理解を深めることができます。本学では民間企業を
はじめ、美術・博物館、市役所などの公共機関、地域
の文化活動や環境保護を行っている団体など、多彩な領
域のインターンシップを紹介しています。

ポートフォリオ作成例

指導後指導前

学生は創作活動を通じて、美術・デザインの専門性を高めながら、幅広い教養や物事を深く考

える力、そしてあらゆる表現手段を用いたコミュニケーション能力を養っていきます。言い換

えれば、本学での4年間は、社会人として必要な基礎を固めていく大切な時間であり、大学にお

けるすべての活動がキャリア形成につながっているのです。本学では学生一人ひとりが納得の

いく進路選択ができるよう、キャリアセンターや各学科研究室できめ細かな進路指導を実施。

多彩なキャリア・就職支援体制を整えて、夢の実現をサポートしています。

ポートフォリオ作成支援プログラム

左：内定者が実際の企業の選考でポートフォリオをどう活用したかを解説する発表会。多くの気
付きを得られるチャンスです。 右：展示会では指導会を終えた学生の代表が作成したポートフォ
リオの実物を手にとって見ることができます。

■キャリア設計基礎
■インターンシップ演習
□進路・就職講座
□作家活動支援プログラム
□国内・海外インターンシップガイダンス

■日本事情Ⅱ（留学生対象）
□第1回進路・就職ガイダンス
□就活応援講座
□インターンシップガイダンス
□業界・職種研究会
□ポートフォリオ作成支援プログラム
□第2回就職ガイダンス
□個人面談
□就職対策講座（ES・面接）
□TOEIC-IPテスト
□会社説明会・合同会社説明会
□OBOGトーク
□就活なんでも相談会
□就活スタート準備講座

□フォローアップガイダンス
□卒業直前ガイダンス

富士フイルム株式会社と工芸工業デザイン学科インダストリアルデザ
インコースによる産学共同プロジェクトの最終発表会の様子。富士
フイルムデザインセンターの方々の指導のもと、インスタントカメラ、
化粧品、ヘルスケアの3領域から、新しいライフスタイルを体現させ
たサービスとプロダクトデザインを提案しました。

新潟市西蒲区と基礎デザイン学科による官学共同プロジェクト「わら
アートまつり」では、特産品販売やワークショップ、歌や踊りのステー
ジなどを通して、地域の魅力をPRするイベントの催しの一つとして、
稲わらを活用した作品の制作・展示を行っています。2017年は10年目
を迎えたことを記念し、「10×獣（じゅう）」をテーマに制作しました。

全国各地の小中学校で、美術に関する授業を実施する学生の自発的な活
動「旅するムサビプロジェクト」は、子どもと対話しながら作品を鑑賞す
る「対話型鑑賞」を中心に、「黒板ジャック」やワークショップなどを展
開しています。2017年度グッドデザイン賞を受賞し、「教育・推進・支援
方法」の分類では美術大学として初の受賞となりました。

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社からの課題に取り組んだ産
学共同プロジェクトの最終プレゼンテーションの様子。本学と協定
を結んでいる東京工業大学、電気通信大学の学生も参加し、VISA
デビット用のコンタクトレス・フォーム・ファクターの開発を目的とし
たワークショップを実施しました。

｢旅するムサビプロジェクト」

FUJIFILM-Project 
｢世界は、ひとつずつ変えることができる。」

VISA 
｢ビザ・ワールドワイド ニューフォームファクターワークショップ」

新潟市西蒲区
｢わらアートまつり」

本学で培った課題発見力と思考力、そして専門領域での表現力を起点として、企業や地方自治体、諸団体とコ

ラボレートし、学生の実践力や幅広い視野を養うとともに、多様な専門領域を持つ本学の真価を社会に発信

するプロジェクトを日々展開しています。また、早稲田大学や多摩アカデミックコンソーシアム（TAC）、全国芸

術系大学コンソーシアムなど他大学との連携や、東京・六本木のデザイン・ラウンジ（P.131）における公開講

座、本学のエクステンション活動の一環として地域フォーラムなど幅広い活動を行っています。
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学科別就職実績 （2015～2017年度実績より抜粋）

日本画学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 日本創発グループ／東栄広告／
マーキュリー
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 日本テレビアート／金井大道
具／クレアール／鞄工房山本／テレビ山梨
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ Ouga／カ
インズ／スガツネ工業／日本アクア／ブルーブルーエジャパン
［建築・インテリア・住宅］ ディーワークス／横森製作所
［アニメ・CG・ゲーム］ 任天堂／カプコン／コナミグループ／ジェー・
シー・スタッフ／マーベラス／メトロ／Aiming
［情報通信業］ あとらす二十一／イクシール／コロプラ／マイネット
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 東京都教員／特定非営利活
動法人道
［造形・工芸・画廊］ 糸あやつり人形一糸座

油絵学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 佐川印刷／岐阜文芸社／エス
パック／アクア／キンコーズジャパン／セントラルプロフィックス／
東京オフ印刷
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 俳優座劇場／AOI Pro.／テレ
ビ朝日／角川大映スタジオ／日本テレビアート／俄／中川政七商
店／イビサ／45RPMスタジオ／プチバトージャパン
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ 新東京
フード／世界堂／ユザワヤ商事／田島ルーフィング
［建築・インテリア・住宅］ DNP住空間マテリアル／天童木工／
三谷産業／パークコーポレーション
［アニメ・CG・ゲーム］ コーエーテクモグループ／フロム・ソフトウェ
ア／A-1ピクチャーズ／カプコン／Cygames／1UPスタジオ／セ
ガグループ／DeNA／レベルファイブ
［情報通信業］ IMAGICAイメージワークス／サイバーエージェント／
コプロラ／イノベーションシステム
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 東京都教員／埼玉県教員／
千葉県教員／寧波大学科学技術学院／福武財団（アートサイト直島）
［造形・工芸・画廊］ 藤浪小道具／オオタファインアーツ
［その他］ 阪急阪神百貨店／パルコ／大丸松坂屋百貨店／紀伊国
屋書店／イオンリテール

彫刻学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ スタジオ玄
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 昭栄美術／金井大道具／土屋
鞄製造所／アックス
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ フィアロ
コーポレーション／小峰玩具製作所／本田技術研究所／スズキ
［アニメ・CG・ゲーム］ スクウェア・エニックス／コーエーテクモグルー
プ／マッドハウス／ILCA
［情報通信業］ ミツエーリンクス／アイビーキューブ
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 神奈川県教員／新宿区
［造形・工芸・画廊］ 平和マネキン
［その他］ 東京リサイクル

視覚伝達デザイン学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 大日本印刷／凸版印刷／図書印
刷／光村印刷／朝日新聞社／共同通信社／毎日新聞社／レンゴー／
電通／電通テック／博報堂／博報堂プロダクツ／東急エージェンシー
／東北新社／ADKアーツ／nendo／6D-K／カナリヤ／サン・アド／
たき工房／ブラビス・インターナショナル／アドブレーン／東京アドデ
ザイナース／タイププロジェクト
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ IMAGICA／アックス／NHK
アート／テレビマンユニオン
［製造業（食品・化粧品・電機・自動車・家具・文具・雑貨）］ サンリオ／
ぺんてる／日清食品／ナリス化粧品／アサヒ飲料／赤城乳業／花
王／資生堂／クレープストーン／日本食研HD
［建築・インテリア・住宅］ 乃村工藝社／TSP太陽
［アニメ・CG・ゲーム］ コーエーテクモホールディングス／カプコン／
コナミグループ／プロダクション・アイジー／ぴえろ／Aiming／セガ
インタラクティブ

［情報通信業］ ヤフー／コロプラ／ニフティ／カヤック／富士ソフト
／博報堂アイ・スタジオ
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 東京都教員

工芸工業デザイン学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 博報堂／nendo／アートブレーン
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 丹青社／ジーク／七彩／博展
／モデュレックス／日本テレビアート／ノリタケ／マナマナ／アラ商
事／俄／コム・デ・ギャルソン
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ イトーキ
／キデイランド／小糸製作所／シマノ／タカラトミー／トヨタ自動車
／日産自動車／スズキ／本田技術研究所／日野自動車／三菱自動
車工業／トヨタ紡織／トヨタ車体／ナカバヤシ／日立製作所／ブラ
ザー工業／フェリシモ／杢目金屋／セイコーエプソン／リコー／富
士通ゼネラル／東芝／ハリオグラス／河淳／ケイ・ウノ／ヴァンドー
ムヤマダ／ツインバード工業／鞄工房山本／カシオ計算機／三菱
電機／日立工機／オリバー／マルニ木工／パラマウントベッド
［建築・インテリア・住宅］ オカムラ／カリモクグループ／DNP生活
空間／YKK AP／LIXILグループ
［アニメ・CG・ゲーム］ カプコン／セガゲームズ／ウニコ
［情報通信業］ コロプラ

空間演出デザイン学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ コンセント／アオヤマ・フォト・
アート
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 金井大道具／歌舞伎座舞台／
ジーク／スペース／船場／丹青社／TSP太陽／ディーフレックス／
東宝舞台／ドラフト／七彩／乃村工藝社／バウハウス丸栄／博展
／パルコスペースシステムズ／ケイ・ウノ／テレビ朝日クリエイト／
ディレクションズ／バーニーズジャパン／マナマナ／モデュレックス
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ 中川政七
商店／メリーチョコレートカムパニー／オカムラ／吉忠マネキン／
ウェルカム
［建築・インテリア・住宅］ 大成建設／コトブキ／オークビレッジ／イ
リア／コクヨエンジニアリング＆テクノロジー／ミサワホーム／一条
工務店
［アニメ・CG・ゲーム］ スタジオジブリ／セガ
［情報通信業］ サイバーエージェント
［その他］ 大丸松坂屋百貨店／阪急阪神百貨店

建築学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 凸版印刷／アサツーディ・ケイ／
電通テック
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 昭栄美術／スペース／船場／
七彩／丹青社／乃村工藝社／三越伊勢丹プロパティ・デザイン／テ
レビ朝日クリエイト
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ ムーンス
ター／サン・アロー／貴和製作所
［建築・インテリア・住宅］ スウェーデンハウス／積水ハウス／大和
ハウス工業／髙松建設／タマホーム／東京建物／戸田建設／野村
不動産パートナーズ／三井ホーム／YKK AP
［アニメ・CG・ゲーム］ コーエーテクモホールディングス／タツノコプロ
［その他］ 宮内庁／LEGOLAND® Japan

基礎デザイン学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 凸版印刷／小松総合印刷／
日庄／レンゴー／コンセント／テイ・デイ・エス／博報堂／ADKアーツ
／ビービーメディア／東急エージェンシー／博報堂プロダクツ／ピーク
ス／ブラビス・インターナショナル／カヤック／ブレーンセンター
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 昭栄美術／スペース／パルコ
スペースシステムズ／コム・デ・ギャルソン
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ 資生堂／
ショウワノート／デザインフィル／ロフト／TASAKI／ツインバード
工業／コニカミノルタ／ライオン／パナソニック／ダイヤコーポレー
ション／トンボ鉛筆／常盤薬品工業／サントリーホールディングス
［アニメ・CG・ゲーム］ コナミグループ／セガホールディングス／
Donuts

［情報通信業］ コロプラ／サイバーエージェント／博報堂アイ・ス
タジオ／あとらす二十一／アドビシステムズ／DMM.com
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 日本自動車連盟／福岡大
学／北里研究所
［造形・工芸・画廊］ M&Iアート
［その他］ 東日本旅客鉄道

映像学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 共同印刷／枻出版社／ADK
アーツ／ボール／AOI Pro．／博報堂プロダクツ／ピラミッドフィ
ルム／アドブレーン／ピークス／太陽企画／ロボット
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ イッセイミヤケ／NHKエン
タープライズ／NHKメディアテクノロジー／昭栄美術／博展／フ
ラッグス
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ 俄／パ
ナソニック
［建築・インテリア・住宅］ 田島ルーフィング
［アニメ・CG・ゲーム］ カプコン／コーエーテクモホールディング
ス／コナミグループ／タツノコプロ／東映アニメーション／バン
ダイナムコグループ／プロダクション・アイジー／セガインタラク
ティブ／白組
［情報通信業］ サイバーエージェント／チームラボ／DMM.com／
松竹映像センター
［その他］ 髙島屋／日本芸術文化振興会

芸術文化学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 日経印刷／大東印刷工業／
第一紙行／モリサワ／アサツーディ・ケイ／電通テック／DNPメ
ディアクリエイト／オーシャンズ／太陽企画／テイ・デイ・エス／
トッパングラフィックコミュニケーションズ
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ TSP太陽／やまと／七彩／
グリーンディスプレイ／コム・デ・ギャルソン／丹青社／ムラヤマ
／クリエイティブネクサス
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ スガツ
ネ工業／貴和製作所／サンエックス／ニトムズ／はせがわ
［アニメ・CG・ゲーム］ ダイナモピクチャーズ／コロプラ／ニューギン
［情報通信業］ アイ・モバイル／アドフォース／クルコム／BFT
［公共的事業（美術教員・公務員など）］ 東京都／相模原市／埼玉
県三芳町／八王子市学園都市ふれあい財団／東京藝術大学／
佐久市教員／佐野美術館
［造形・工芸・画廊］ アトリエ・エビス／シロ・スタジオ／うかい
［その他］ パルコ／大丸松坂屋百貨店／静岡鉄道／そごう・西武／
三越伊勢丹／髙島屋／マイナビ／福島放送／明治安田生命保険

デザイン情報学科
［出版・印刷・広告・デザイン事務所］ 大日本印刷／凸版印刷／共同
印刷／宝印刷／くらしの友／翔泳社／毎日新聞社／産業編集セ
ンター／大広／東急エージェンシー／ジェイアール東海エージェ
ンシー／広美／東北新社／たき工房／ティー・ワイ・オー／東京
アドデザイナース／ブラビス・インターナショナル／電通クリエー
ティブX／太陽企画／草野剛デザイン事務所
［展示・装飾・ファッション・TV・映画］ 日本テレビアート／オリエン
タルランド／エトワール海渡／昭栄美術
［製造業（食品・化粧品・電器・自動車・家具・文具・雑貨）］ タカラ
ベルモント／クレープストーン／ヤマキ／クーリア／三菱電機エ
ンジニアリング
［アニメ・CG・ゲーム］ 任天堂／スクウェア・エニックス／コナミ／
カプコン／フロム・ソフトウェア／Cygames／アカツキ／マッド
ハウス／まんだらけ
［情報通信業］ ヤフー／サイバーエージェント／ジャストシステム／
チームラボ／ミクシィ／ビービ―メディア／ミツエーリンクス／三
菱総研DCS／博報堂アイ・スタジオ
［その他］ トーエル／星野リゾート／東日本旅客鉄道／瑞穂町役
場／センコー商事

2017年度進路状況表 （2018年5月1日現在）

本学の業種分類

近年では造形感覚や造形能力を持つ人材が広く社会から求められるようになり、
作家やデザイナー以外にもさまざまな企業へ就職の可能性が広がっています。
美術大学で培われた幅広い視野と高い専門性を基本としながら、
新しい領域を開拓していく人材を数多く輩出しているのも、本学の特徴と言えるでしょう。

現在の職域は多様で、専門領域を定めない求人も増加しています。
下記の業種・職種は、全国各地から本学に寄せられる求人を分類したものです。

学科 卒業生 就職希望者 就職者 進学者 その他
作家活動を含む

就職率
（就職者／希望者）

日本画学科 33 17 17 4 12 100%

油絵学科 143 70 57 31 55 81%

彫刻学科 35 15 15 9 11 100%

視覚伝達デザイン学科 108 87 81 6 21 93%

工芸工業デザイン学科 138 98 91 8 39 93%

空間演出デザイン学科 98 65 59 9 30 91%

建築学科 76 42 38 16 22 90%

基礎デザイン学科 78 52 47 2 29 90%

映像学科 89 53 47 9 33 89%

芸術文化学科 75 53 47 4 24 89%

デザイン情報学科 105 86 81 0 24 94%

造形学部　合計 978 638 580 98 300 91%

食品・外食・医薬品・化粧品
営業、企画職、クリエイティブディレクター、総合職、パッケー
ジデザイナー、販売 など

出版・新聞・レコード等
webデザイナー・プログラマー、グラフィックデザイナー、
総合職、編集（雑誌・書籍） など

印刷・紙・写真
アートディレクター、営業、カメラマン、総合職、デザイナー など

広告（代理店・CM制作会社）
アートディレクター、営業、映像制作、企画職、CMプラン
ナー、総合職、デザイナー、プロダクションマネージャー など

デザイン事務所
エディトリアルデザイナー、グラフィックデザイナー など

展示・店舗・装飾
インテリアデザイナー・設計、企画職、サインデザイナー、
ディスプレイデザイナー、店舗設計・デザイン、美術制作 など

繊維・服装・テキスタイル
営業、企画・営業、総合職、ディスプレイデザイナー、
テキスタイルデザイナー、店舗運営・スタッフ、販売 など

装身具・靴・カバン等
企画職、工芸職、デザイナー、販売 など

デパート・スーパー
総合職、販売 など

電器・機械
インターフェースデザイナー、総合職、デザイナー、
プロダクトデザイナー など

輸送用機器
プロダクトデザイナー、カラーデザイナー など

家具・住宅機器・資材
企画・営業、家具デザイナー、プロダクトデザイナー など

文具・玩具・生活雑貨
玩具・遊具デザイナー、企画職、工芸職、デザイナー、販売 など

TV・映画・劇場
アシスタントディレクター、映像制作、カメラマン、
CGデザイナー、総合職、デザイナー、美術制作 など

アニメ・CG・ゲーム
アニメーター、webデザイナー、プログラマー、CGデザイ
ナー、グラフィックデザイナー、広報・宣伝、プランナー など

情報・通信・ネットワーク
インターフェースデザイナー、webデザイナー・プログラマー、
システムエンジニア、総合職 など

建築設計・造園・インテリア
建築設計、デザイナー など

建設・住宅
営業、建築設計、総合職、施工管理、デザイナー、
店舗運営・スタッフ など

絵画・造形・工芸・画廊
イラストレーター、絵画・造形教室講師、工芸職、造形職、
専門学校・予備校講師 など

公共的事業（学校・福祉等）
学校教員、公務員、指導員、介護職 など

造形・工芸・画廊 
2％

その他 4％

公共的事業（美術
教員・公務員など） 4％

建築・インテリア・
住宅 9％

情報通信業12％

アニメ・CG・ゲーム
10％

その他 2％

製造業（食品・化粧品・電器・
自動車・家具・文具・雑貨） 14％

教員・公務員・
学芸員・講師 3％

出版・印刷・広告・
デザイン事務所
24％

デザイナー等
クリエイティブ職 81％

展示・装飾・
ファッション・
TV・映画
21％

総合職・一般職・
販売職 14％

2017年度業種別就職状況

2017年度職種別就職状況
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名称 対象 選考基準 支給額（年額） 採用人数

武蔵野美術大学奨学金 造形学部
大学院博士前期課程（修士課程）

人物及び学力が優秀であり、かつ経済上の事情により修学
することが困難であると認定された者

武蔵野美術大学奨学金
緊急採用 全学生 家計支援者が死亡、破産等により家計が急変した学生で、

修学の継続が困難な学生 家計状況により決定 4名

武蔵野美術大学奨学金
緊急採用（災害罹災用） 全学生 自然災害に罹災し、教務チームの授業減免制度を受けてな

い学生で、修学の継続が困難な学生 罹災程度により決定 定員なし

武蔵野美術大学大学院
博士後期課程奨励奨学金 大学院博士後期課程（博士課程） 大学院博士後期課程に在籍する優秀で意欲のある学生 592,500円（3年間給付） 入学者数

武蔵野美術大学
校友会奨学金 造形学部4年生 勉学に熱意をもつ造形学部4年生。

卒業制作企画案により選考 100,000円 12名

武蔵野美術大学
外国留学奨励奨学金 協定留学対象者 協定留学生として選考され、受入大学等の承認を得て留学

が確定した者

留学期間に応じて日本学生
支援機構海外留学支援制度
（短期派遣）が定める派遣
先地域による奨励金月額

協定留学確定者数

名称 対象 選考基準 支給額（年額） 採用人数

清水多嘉示賞 大学院博士前期課程（修士課程）
彫刻コース

彫刻学科を卒業し、大学院彫刻コースに入学した学生で、卒業制作の成績が極めて優秀か
つ作家としての将来性が有望な者 100,000円（2年間給付） 1名

三林亮太郎賞 大学院博士前期課程（修士課程）
空間演出デザインコース

空間演出デザイン学科を卒業し、大学院空間演出デザインコースに入学した学生で、卒業
制作の成績が極めて優秀かつデザイナーとしての将来性が有望な者 100,000円（2年間給付） 1名

三雲祥之助賞 大学院博士前期課程（修士課程）
油絵コース

本学油絵学科を卒業し、大学院油絵コースに入学した学生で卒業制作が極めて優秀かつ
作家としての将来性が有望である者 100,000円（2年間給付） 1名

飯田三美賞 大学院博士前期課程（修士課程）
工芸工業デザインコース

工芸工業デザイン学科を卒業し、大学院工芸工業デザインコースに入学した学生で、卒業
制作の成績が極めて優秀かつデザイナーとしての将来性が有望な者 100,000円（2年間給付） 1名

前田常作賞 大学院博士前期課程（修士課程）
油絵コース 版画コース

油絵学科を卒業し、大学院油絵コース又は版画コースに入学した者で、油絵学科の卒業制
作の成績が極めて優秀であり作家としての将来性が有望な者 100,000円（2年間給付） 各コース1名

杉村奨学金 造形学部空間演出デザイン学科 空間演出デザイン学科に在籍し、優秀なる資質を有する学生 100,000円 1名

橋本修英奨学金 大学院博士前期課程（修士課程）
建築コース 大学院建築コースに在籍し、優秀なる資質を有する学生 100,000円 1名

岡井奨学金 大学院博士前期課程（修士課程）
視覚伝達デザインコース 大学院視覚伝達デザインコースに在籍し、優秀な資質を有する留学生 100,000円 1名

根岸奨学金 大学院博士前期課程（修士課程）
油絵コース

大学院油絵コースに在籍し、造形学部在学中に「絵画組成」の授業を履修し、優秀な成績を
修めた学生 100,000円 1名

名称 対象 選考基準 支給額（年額） 採用人数

ポール・スミス奨学金 造形学部・大学院博士前期課程
（修士課程）の卒業年次生

優秀且つ才能ある学生で、ノッティンガムトレント大学の修士課程に推薦された
学生 6,000ポンド + 授業料 1名

名称 対象 選考基準 支給額（年額） 採用人数

武蔵野美術大学
私費外国人留学生奨学金

造形学部、大学院博士前期課程
（修士課程）の留学生

人物及び学力が優秀であり、かつ経済上の事情により修学することが困難である
と認定された者 300,000円 6名

592,500円 50名

300,000円 160名

大学奨学金（給付型）

研究室推薦の奨学金（給付型）

卒業生を対象とした奨学金（給付型）

外国人留学生を対象とした本学奨学金（給付型）

奨学金制度 （2019年度予定）

一般的な奨学金は貸与ですが、本学独自の奨学金はすべて返済義務のない給付型です。
さらに、家計を支えている人の失職 ･死亡、火災、水害、地震などの不慮の災害 ･事故によって家計が急変し、
学業の継続が難しくなった場合には、定期的な奨学金の採用とは別に、応急採用の途も設けています。
また、日本学生支援機構や地方公共団体、民間団体の運営する奨学金も随時紹介しています。

入学金
（入学時のみ） 授業料 施設費 維持費

実習費
（年額／分納可能） 初年度年額 2年次以降年額

日本画学科 33,000 1,874,400 1,574,400

油絵学科 52,500 1,893,900 1,593,900

彫刻学科 65,500 1,906,900 1,606,900

視覚伝達デザイン学科 39,500 1,880,900 1,580,900

工芸工業デザイン学科 57,500 1,898,900 1,598,900

空間演出デザイン学科 29,500 1,870,900 1,570,900

建築学科 29,500 1,870,900 1,570,900

基礎デザイン学科 29,500 1,870,900 1,570,900

芸術文化学科 29,500 1,870,900 1,570,900

デザイン情報学科 65,500 1,906,900 1,606,900

クリエイティブイノベーション学科 57,500 1,898,900 1,598,900

映像学科 65,500 1,906,900 1,606,900

（単位：円）

入学金
（入学時のみ） 授業料 施設費 維持費

実習費
（年額／分納可能） 初年度年額 2年次以降年額

日本画コース 33,000 1,724,400 1,574,400

油絵コース 52,500 1,743,900 1,593,900

版画コース 52,500 1,743,900 1,593,900

彫刻コース 65,500 1,756,900 1,606,900

造形理論・美術史コース 29,500 1,720,900 1,570,900

芸術文化政策コース 29,500 1,720,900 1,570,900

視覚伝達デザインコース 39,500 1,730,900 1,580,900

工芸工業デザインコース 57,500 1,748,900 1,598,900

空間演出デザインコース 29,500 1,720,900 1,570,900

建築コース 29,500 1,720,900 1,570,900

基礎デザイン学コース 29,500 1,720,900 1,570,900

デザイン情報学コース 65,500 1,756,900 1,606,900

クリエイティブリーダーシップコース 57,500 1,748,900 1,598,900

映像・写真コース 65,500 1,756,900 1,606,900

   （単位：円）

入学金
（入学時のみ） 授業料 施設費 維持費 初年度年額 2年次以降年額

造形芸術専攻 180,000
前期：592,500
後期：592,500
※分納可能

前期：150,000
後期：150,000
※分納可能

前期：15,000
後期：15,000
※分納可能

1,695,000 1,515,000

（単位：円）

名称 対象 支給額 採用人数

経済的支援授業料減免 家計困窮により修学の継続が困難な学生 当該年度半期授業料の3割 220名

兄弟姉妹入学金免除 造形学部（通信教育課程及び科目等履修生を除く）に在籍する兄弟姉妹の学生 2人目以降の入学者について入学金全額相当額を還付する 定員なし

学費 （2019年度予定）

300,000

150,000

造形研究科
デザイン専攻

造形構想研究科
造形構想専攻

造形研究科
美術専攻

造形学部

造形構想学部

前期：592,500

後期：592,500

造形学部・造形構想学部

大学院造形研究科・造形構想研究科［修士課程］

大学院造形研究科［博士後期課程］

入学金免除・学費減免制度（2018年度実績）

※本学卒業者（卒業見込含む）の場合、入学金は半額免除となります。
※本学修士課程修了者（修了見込含む）が本学博士後期課程へ入学する場合、入学金は全額免除となります。
※入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等が徴収されます。また、卒業年次には別途、校友会費（終身会費）が徴収されます。
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奨学金制度学費

前期：162,000

後期：162,000

前期：162,000

後期：162,000

前期：16,200

後期：16,200

前期：16,200

後期：16,200

前期：592,500

後期：592,500
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三鷹ルーム 吉祥寺校［通信教育課程］

武蔵野美術大学
市ヶ谷キャンパス
※2019年4月開設

デザイン・ラウンジ
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B  西武バス「武蔵野美術大学正門」停留所下車すぐ

C  立川バス「武蔵野美術大学」停留所下車すぐ

A  西武国分寺線「鷹の台」駅下車 徒歩18分

広域マップ

◎JR中央線「国分寺」駅北口徒歩3分
「国分寺駅北入口」停留所より「武蔵野美術大学」行
または「小平営業所」行に乗車（バス所要時間：約20分）

※西武国分寺線鷹の台駅から武蔵野美術大学鷹の台キャンパスまでの徒歩ルートA、
JR国分寺駅（北口）より西武バス乗り場までの徒歩ルートB、JR立川駅（北口）から立
川バス乗り場までの徒歩ルートCは下記をご参照ください。

◎JR中央線「立川」駅北口下車
「立川駅北口」より「武蔵野美術大学」行に乗車（バス所要時
間：約25分）

◎JR中央線から「国分寺」駅乗換、「東村山」行（2駅目）
◎西武新宿線から「東村山」駅乗換、「国分寺」行（2駅目）

JR武蔵野線「新小平」駅や西武拝島線「東大和市」駅から自
転車通学する学生も多数います（約13分／約10分）。

＊入学試験で来校の場合、バスは道路事情等により遅れることがあるの
で、この経路を利用してください。

路線図

最寄り駅からのアクセス（鷹の台キャンパス)
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