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師岡 とおる（空間演出デザイン学科）
JR東日本『痴漢撲滅キャンペーン』共同掲出ポスター
イラストレーション・デザイン

冨沢 恭子（大学院工芸工業デザインコース）／『柿渋染めかばん』

鈴木 洋（本学教授）／『Aqua-Poesy Ⅶ』
工芸作品（銀器工芸作品）

五十嵐 久枝（本学教授）／『TSUMORI CHISATO 上海 IAPM』
ショップインテリアデザイン／photo:Nacása & Partners Inc.

小林 マナ（設計事務所 ima）（短大デザイン科）
『MARIMEKKO NYC Flagship Store』／ショップ内装設計

photo: Nacása & Partners Inc.

加藤 賢策（大学院視覚伝達デザインコース）
水戸芸術館『大友 良英／アンサンブルズ2011 共振』／展覧会カタログデザイン

面出 薫（本学客員教授）／『東京駅丸ノ内駅舎保存・復元』／照明デザイン
画像提供 : ライティングプランナーズアソシエーツ、東日本旅客鉄道

西尾 康之（本学客員教授）／『REM（Rapid Eye Movement）』2016年
©Yasuyuki Nishio, Courtesy of YAMAMOTO GENDAI 

鋳造

金属を溶かして型に流し込む、
作品制作の技術。

谷山 恭子（大学院工芸工業デザインコース）
『I’m here. ここにいるよ。』2012年
香川県高松市立市民プールでのパブリックアート
（ART SETOUCHI COLLECTION）

photo：高松市広報

平野 太呂（映像学科）／『POOL』（リトルモア）／写真集

小泉 誠（本学教授）／『TETSUBO』
台付ハンガーのデザイン　

小西 泰孝（本学教授）／『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

パトリック ライアン（YAB-YUM/パトリック ライアン＆吉田 真実）（本学教授）
『YAB-YUM 2016 S/S “1916”』／ファッションデザイン

photo:Igarashi Hiroaki  hair and make up :Yaeshima Misai （boy） 
models:Kirika（JUNGLE）+Takahashi Yoshiaki （BE NATURAL）

津村 耕佑（本学教授）
左：Puzzle Wear “Style.Uz Art Week 2013”, Tashkent, Uzbekistan.
右：FINAL HOME  “Style.Uz Art Week 2013”, Tashkent, Uzbekistan.

いしかわ こうじ（視覚伝達デザイン学科）
『どうぶついろいろかくれんぼ』（ポプラ社）／絵本制作

小泉 誠（本学教授）／『ORI』／スツールのデザイン

長谷川 浩己（本学教授）
『コレド日本橋・アネックス広場』
ランドスケープデザイン／ photo: 阿野 太一

草野 剛（デザイン情報学科）
映画『屍者の帝国』2015年（監督：牧原 亮太郎）
宣伝ポスター／©Project Itoh & Toh EnJoe / THE EMPIRE OF CORPSES

菱川 勢一（本学教授）
『森の木琴』docomo ケータイ CM 映像作品

井口 皓太 ＋ 大原 大次郎（基礎デザイン学科）
HaKU『everything but the love』／MV

小竹 信節（本学教授）／『ムサビ入学式』2010年／舞台演出

小竹 信節（本学教授）／『奴婢訓』2012年／舞台演出

西野 達（実技専修科油絵科）
『The Merlion Hotel』 2011, Marina Bay, Singapore
シンガポールのマーライオンを取り込んだホテルを建築し、
実際に営業したプロジェクトの記録写真
photo : Yusuke Hattori, ©Tatzu Nishi, Courtesy of URANO

内田 あぐり（本学教授）／『私の前にいる、目を閉じている。』／日本画／photo:柳場 大　

小泉 誠（本学教授）／『kitokana』
箸置きセットのデザイン

木下 謙一（株式会社ラナデザインアソシエイツ
デザイン情報学科非常勤講師／基礎デザイン学科）
資生堂 企業文化誌『花椿』
70年以上の歴史を持つ資生堂「花椿」のweb制作
CD+AD+Dir+markup:ラナデザインアソシエイツ

板東 孝明（本学教授）／『Bamboo Dome』／建築
造形総合『竹の造形』にて、
学生たちと制作した直径5mの竹のドーム

小林 幹也（工芸工業デザイン学科）／『TATE OTAMA』
調理スペースを広く使うための自立するお玉のデザイン／ photo : YOSUKE OWASHI　　

加藤 泉（油絵学科）／『無題』／油彩／ photo: 岡野 圭
Courtesy of the artist and Galerie Perrotin, ©2016 Izumi Kato

水上 泰財（本学教授）／『木陰にて』／油彩

池田 良二（本学名誉教授）
『Deposition of memories,1988』／版画

photo：内田芳孝

柳澤 知明（デザイン情報学科）
『Rez Infinite - Synesthesia Suit (2015)』

PlayStation VR対応ゲームのプロモーションのために
製作されたLEDスーツ「Synesthesia Suit」
Technical Direction & Development + 
LED Suit Design & Development

高山 穣（本学准教授）
『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）
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

菱川 勢一（本学教授）／『八重の桜』（NHK大河ドラマタイトルバック）／映像ディレクション

堀尾 幸男（本学客員教授）
『コンフィダント・絆』2007年（演出：三谷幸喜）／舞台美術企画・制作

種田 陽平（油絵学科）／映画『思い出のマーニー』（監督：米林宏昌） 
美術監督／©2014 Studio Ghibli・NDHDMTK

赤塚 祐二（本学教授）／『another mountain11』／油彩

栗林 隆（本学客員教授）
『Vortex：アインシュタインからの手紙』2015年
スパイラル30周年記念事業展覧会
「スペクトラム―いまを見つめ未来を探す」展示作品

青木 野枝（大学院彫刻コース）／『ふりそそぐものたちⅡ』2012年
豊田市美術館でのインスタレーション／photo： 山本 糾　
Courtesy of HASHIMOTO ART OFFICE

内藤 礼（視覚伝達デザイン学科）／豊島美術館『母型』2010年／現代美術作品（恒久展示）／建築：西沢 立衛／ photo：森川 昇

齊藤 智法（基礎デザイン学科）／『世田谷やすらぎ墓苑』／ポスター・VI制作

西田 俊英（本学教授）／『瀕死の白鳥』／和紙、岩絵具

菊地 敦己（彫刻学科）／『青森県立美術館』
サイン計画／photo：阿野 太一

柏木 博（本学名誉教授）
『デザインの教科書』（講談社）
デザインを知るための入門書著作

寄藤 文平（視覚伝達デザイン学科）
『死にカタログ』（大和書房）／書籍の著作

名久井 直子（視覚伝達デザイン学科）
『スタッキング可能』
（河出書房新社　著 :松田青子）
小説の装幀／装画 : 金氏徹平

勝井 三雄（本学名誉教授）／『武蔵野美術大学ロゴマーク』／ロゴマークデザイン

佐藤 信介（映像学科）
『図書館戦争 THE LAST MISSION』2015年／監督作品
©2015"Library Wars-LM-"Movie Project

池澤 樹（デザイン情報学科）／サントリー響『JAPANESE HARMONY』／和紙でつくりあげた広告のアートディレクション

INTENTIONALLIES鄭 秀和（大学院建築コース）
『amadana N705i 』／携帯電話のデザイン／画像提供：Realfleet

小松 誠（本学名誉教授）
『スーパーバッグ』 ／  磁器の紙袋

南 志保（建築学科）／『ドラマティック古事記』2015年1月18日公演
舞台美術（セットデザイン）／演出 :西島数博 衣装 :時広真吾 照明 :吉川ひろ子

布施 茂（fuse-atrier）（本学教授）
『House in ABIKO』／住宅設計

常田 朝子（短大デザイン科）
ハンカチ専門店『H TOKYO』／ハンカチのデザイン・画

西原 理恵子（視覚伝達デザイン学科）
『りえさん手帖』（毎日新聞社）
毎日新聞月曜朝刊の連載マンガ

田中 竜介（NAUTILUS-GO）（短大デザイン科）
電子マネー『WAON』
イオングループが運営する電子マネーサービスのロゴデザイン

田中 千絵（ストライプファクトリー）（空間演出デザイン学科）　
『ショートショート診療所 』（キノブックス　著：田丸 雅智）／書籍の装幀・装画・挿絵
『たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座 』（キノブックス　著：田丸 雅智）／書籍の装画・挿絵

平林 奈緒美（空間演出デザイン学科）
『MXP®』／アートディレクション・パッケージデザイン

石井 原（ネアンデルタール）（視覚伝達デザイン学科）
NHKスペシャル『人類誕生』／番組ポスターのアートディレクション

宮内 真理子（芸術文化学科）／『モードとインテリアの20世紀』
展覧会企画／パナソニック 汐留ミュージアム／photo: Nacása & Partners Inc.

出久根 育（本学客員教授）
『マーシャと白い鳥』（偕成社）／石膏ボードにテンペラ、油彩／ 2005年

平林 奈緒美（空間演出デザイン学科）
『せとうちSEAPLANES』
ロゴ、機体デザインをはじめとするトータルディレクション

筒井 美希（デザイン情報学科）／『なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉』（エムディエヌコーポレーション）
書籍の企画・編集・デザイン／ illustration: Noritake

ムトウアキヒト（uwabami）（デザイン情報学科）
『ボンとハレトモのぼうけん　しゅばばばばばばびじゅつかん』（ひさかたチャイルド）
絵本の原作と作画

菅野 創+やんツー（菅野：デザイン情報学科）／『Avatars』
山口情報芸術センター「バニシング・メッシュ」展でのインスタレーション
撮影：古屋和臣　写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］石彫

木彫

飯田 優子（CAMP4）（視覚伝達デザイン学科）／『サーキュレーション首都高』webサイト
企業のリサイクルプロジェクトのweb制作
design：東山 歩未（CAMP4） photo：宇佐美 雅浩（ともに視覚伝達デザイン学科）

コミュニケーションの新しい形を考えてデザインすること。
webデザイン、ゲーム、プログラミング、ソフトウェア開発、人工知能など幅が広い。

INFORMATION
情報

乗り物や電化製品など、私たちの生活をとりまく
モノとコトをデザインすること。

PRODUCT
製品

3Dモデリング

柴田 文江（本学教授）
『オムロン 電子体温計MC-681 けんおんくん（2013年）』
電子体温計のデザイン／photo：Koji Miura

文字や絵、色などを使用し、平面やweb、コンピュータ上などで
情報を伝えるデザイン。ポスター、広告、フライヤー、ロゴ、
パッケージ、書籍、webデザインなど。

VISUAL
COMMUNICATION
ヴィジュアルコミュニケーション

原 研哉（本学教授）
『白百』2018年（中央公論新社）／著作・ブックデザイン

「モノとその情報」で、世界を編集すること。人類最強の、記憶と表現の
文化装置を学ぶ。美大生必須の学、文化プロフェッショナルの基礎。

MUSEOLOGY
博物館学・美術館学

木、金属、ガラス、陶磁、織物などの素材から
様々な表情を導き出すデザイン。

CRAFT
工芸

紙や布、板、壁、キャンバスなどに
絵の具などの描画材料で描かれたもの。

PAINTING
絵画

横山 裕一（油絵学科）
『世界地図の間（ま）』2013年（イースト・プレス） 
著作／©Yuichi Yokoyama, Courtesy of URANO

SCENOGRAPHY
舞台美術

身体をつかった芸術表現。演劇やダンスの要素も含んだ表現で、
公演場所は路上やホール、ギャラリーなどさまざま。

場所や空間全体を作品として体験させる手法のこと。
基本的には一時的な展示となり、展覧会会期中にしか体験できない。

INSTALLATION
インスタレーション

パブリックプログラム

美術などで行われる、子供から大人や障害者まで、
さまざまな人を対象にアートの魅力を伝える教育
普及活動。アーティストや評論家を招いたトークイ
ベントや、小・中学校とコラボレーションするプログ
ラムなど、活動内容は多種多様。

杉浦 幸子 + 米徳 信一（共に本学教授）
『みらいのたいよう計画　
ヤノベケンジ＆サン・シスター　中学生に出会う　記録集』
（武蔵野美術大学美術館・図書館）
パブリックプログラムの監修と記録集の出版

金属や木、紙、石、ガラスなどさまざまな素材で立体物をつくること。

SCULPTURE
彫刻

電子技術を利用した芸術表現。

MEDIA ART
メディアアート

創造的な活動を行う時に立てる計画のこと。
企画書を書いたり、イメージをスケッチしたりするなど、
自分の考えを相手に伝えるためのさまざまな工夫が重要。

PLANNING
プランニング

流行のこと。特に衣服においては
毎年主流となる色や形などが
新しいデザインとして提案される。

FASHION
ファッション

澤田石 和寛（空間演出デザイン学科）
映画『捜索　Caught in the Web（原題）』2012年
（監督：陳 凱歌）／映画の衣裳デザイン

住宅から商業施設、公共施設、都市計画まで、幅広く人間が生活し、
働き、集う場を計画し設計すること。

ARCHITECTURE
建築

映画やショートフィルム、ドラマやアニメーションなど、静止画ではない映像一般。

MOVING IMAGES
映像

編集

みずからの考えを組み立てて、それを順序立てて
わかりやすく伝えることが〈編集〉。文章表現と読
みやすいレイアウト・デザインを同時に学ぶ。エ
ディターは、表現者でありディレクターでもある。

報道や記録としてのジャーナリズム的要素、
広告や雑誌などコマーシャル的な要素、
アート的要素を持ったものなどがある。

PHOTOGRAPH
写真

印刷技法による複製芸術のこと。
版の仕組みから大きく四つに分類される。

PRINTMAKING
版画

向井 周太郎（本学名誉教授）
『向井周太郎　世界プロセスとしての身振り』展　展示作品
シルクスクリーン（2000年）展示構成
photo:いしかわみちこ

アートとデザインのありかを実践的に歴史的に検証する。
ものごとを否定することではない。

CRITIC
批評

建物内部の空間の構成、演出、デザインなど。
家具や什器などの設備、照明、建物内部の装飾を設計する。

INTERIOR
インテリア

KEN OKUYAMA DESIGN（視覚伝達デザイン学科）
『E7系北陸新幹線』／デザイン監修／画像提供 :JR東日本

長島 有里枝（視覚伝達デザイン学科）
『SWISS』（赤々舎）／写真集

いまい あやの（日本画学科）／『くつやのねこ』（BL出版）／絵本制作

三沢 厚彦（本学教授）
『Animal 2016-01』2016年／樟、油彩／photo:渡邉 郁弘

©Atsuhiko Misawa, Courtesy of Nishimura Gallery

シルクスクリーン

型紙や布目を通してインクを刷る方法。も
とは商業印刷技術であったが、1960年
代以降、アーティストやデザイナーが作品
表現にも使用している。

ガラス

イイノナホ（iinonaho glass garden）（彫刻学科）
『very sweet』／ガラスのシャンデリア／©A.Kondo

装身具デザイン

舞台衣装

パターンメイキング

CI（コーポレートアイデンティティ）

ファッションショー

コンピュータグラフィックス（CG）

サウンドデザイン

サンプリングアート

イラストレーション

タイプフェイス

構造デザイン

ダイヤグラム

プロジェクト

環境造形

エディトリアルデザイン

マーク／ロゴタイプ

マーケティング

メディアプランニング

デザインマネジメント

カラーコーディネート

販売促進

商品企画

TVコマーシャル

WEBデザイン

プログラミング

キャラクターデザイン

プロダクトデザイン

人間工学（エルゴノミクス）

移動態デザイン

美術・デザイン批評

対象の限界をみきわめてから、その可
能性を選り分け、取り出し、その時代
と未来を見通すことが〈批評〉の役割。

アートセラピー（芸術療法）

商業空間設計

ランドスケープ（造景）ディスプレイデザイン

テキスタイル

織ったり染めたりし
た布地のこと。カー
テンやクッションカ
バーなどインテリア
やファッションで素
材として使用される。

ガーデニング（造園）

イベントデザイン

商業アニメーション
アートアニメーション

イメージフェノメナン

フィルム写真

デジタル写真

ドキュメンタリー

パフォーマンス

ドラマ

フォトジャーナリズム

コマーシャルフォト

油絵

木版画

アースワーク

抽象絵画

保存・修復

ゲームデザイン

デジタルアーカイヴ

アプリケーション開発

金属

アクセサリー

木工

陶磁

住宅設計

ワークショップ

インテリアデザイン

建築設計

都市デザイン

環境計画

ストリートファニチュア

CAD/CAM

テラコッタ

銅版画

石版画（リトグラフ）

装丁

絵本

デザイン戦略

インテリアコーディネート

家具デザイン

パッケージデザイン

具象絵画

インタラクティブアート

参加者からのインタラクション
（対話）があることで、作品が成
立するアート。光、音、温度など
に反応する各種センサーとコ
ンピュータ・コントロールの技
術などで成立する。

映画

ユニバーサルデザイン

年齢や障害、男女や文化
の違いを問わずに、すべ
ての人が利用できるよ
うデザインされたもの。

和田 智（基礎デザイン学科）／『Audi A5（2007年）』／カーデザイン／ 2010年Audi A5ドイツ連邦デザイン大賞（オスカー大賞）／画像提供 :Audi AG

タイポグラフィ

文字のデザインと表現のこと。例え
ば雑誌でのタイトルデザインや、本
文の活字（フォント）の選び方、文
章の行間設定などをすること。

サスティナブルデザイン

環境に配慮し、古材を転用・再利用
するなどして、長持ちさせる工夫や
持続可能性を重視したデザイン。

TONERICO:INC. / トネリコ
（米谷 ひろし:工芸工業デザイン学科  君塚 賢 :建築学科）
『MEMENTO』Design by Hirosi Yoneya and Yumi Masuko
照明のデザイン／photo:Nacása & Partners Inc.

パブリックアート

都市の広場や公共施設、
人の集まるところに設置
される作品。

ミクストメディア

現代美術の分野において、
性質や種類の異なる複数の
素材を組み合わせて作品を
つくる技法。

デジタルファブリケーション

デジタルデータから3Dプリンター
等によって立体物をつくること。

コミュニティデザイン

より良い地域のあり方を構想し、
人々の役割や関係、理想を具体的
にデザインすること。

日本画

日本の伝統的な絵画。紙や絹、漆喰などに、
墨、岩絵の具、胡粉、顔料などの天然絵具を
用い、膠（にかわ）を接着剤として描く方法。

サイン

人々の行動の判断となる情報を、具体的な形で
表したもの。電車のホーム案内や商業施設での
店舗案内図、トイレ表示など。

インタラクションデザイン

メディアを介して人と人の間に
発生する「インタラクション（対
話）」を促進するための技術や
仕組みをデザインすること。

ブランディングデザイン

企業や団体などの社会的なイ
メージを企画・提案すること。

クリエイティブディレクション

広告制作などにおいて、企
画から制作までの指揮をと
る、最高責任の役割のこと。

アートマネージメント

芸術と社会や地域を結びつけ、意外
な出会いや相乗効果で、互いを元気
にする、実践学。展覧会、音楽、バレ
エ、演劇、詩などの企画から、出版、イ
ベント・プロデュースまで手掛ける。

アートディレクション

広告やグラフィックデザイン、
エディトリアルデザインなどに
おいて、総合的なヴィジュアル
デザインをまとめること。

グラフィックデザイン

広告

文字や画像などを使用したヴィ
ジュアル・コミュニケーションで、
商品販促につなげたり、企業など
を宣伝すること。ポスターやテレビ
CM、web上でのバナー広告など。

森本 千絵（本学客員教授）
松任谷由実 38thアルバム『宇宙図書館』／アートディレクション

コピーライティング

商品や企業を宣伝するための文言（コピー）を書くこと。
商品のイメージを作る重要な役割を担う。

色彩計画

都市デザインと密接に関わ
る、公共物の色彩を決める
分野。色彩計画の中でも「環
境」「建築」「土木」「広告・サ
イン」など分野が分かれて
おり、長い目で見た都市の
色彩調和を目的とする。

照明計画

建物や空間のライトアップを計画すること。照
明デザイナーは建物の構造や雰囲気、街との
調和や差異を考えながら、目的に沿って光の
明るさ、場所、使用器具などを決めていく。

公共デザイン

“誰のものでもない、みんなの
ための”デザイン。駅、公園、広
くは都市計画なども含む。

ファッションデザイン

衣服を軸にして、身体を取りまく文
化や環境までをデザインすること。
技術はもちろん、素材や色の特性、
トレンドの歴史、流通の仕組みな
ど、幅広い知識が求められる。

キュレーション

美術館での展覧会企画を中心に、教育普及、イベ
ント事業などの文化プロデュースを行うこと。特定
の視点でモノや情報を収集・整理し提供する意味
として、使用が広がりつつある言葉。

塑造

マンガ

上原 幸子（本学教授）／『ピーポくん』
警視庁のキャラクターデザイン

リノベーション

ソフトウェア開発

FRP

ガラス繊維やカーボンファイバー等で
強化されたプラスチック。


