
平成２１年度大学院（Ａ日程）入学試験問題 
 

美術専攻  造形理論・美術史コース  （Ａ日程） 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
     芸術学・美学などの造形理論、および美術史学などの歴史的研究において、地域性

の問題はどのようにあつかうべきなのだろうか。あなたが大学院造形理論・美術史研究に

おいて行ないたいと考えるテーマを具体的な例にとって、考えるところを述べなさい。

（2,000 字以内） 
 
  外国語（英語）（１時間） 
  【問 題】 全文を和訳しなさい。 
    
  外国語（仏語）（１時間） 
  【問 題】 次の仏文をすべて和訳しなさい。 
    
  外国語（日本語）（１時間） 
 〈志願者なし〉 
 
美術専攻  芸術文化政策コース  （Ａ日程） 
  小論文（２時間） 
  【問題】 
  一、別紙は美学者・谷川渥の著者『芸術をめぐる言葉』（2000 年、美術出版社）からの一

項目「カント」である。このエッセイを読んで、まずその主旨を要約し、さらに現代の造

形芸術のあり方についての自由な見解を述べなさい。 
  （1000 字から 1200 字以内でまとめなさい） 
 二、その主旨の要約と見解を、英語で書きなさい。（200 ワード程度） 
 
デザイン専攻  視覚伝達デザインコース （Ａ日程） 
  小論文および設問（２時間） 
 
  【問 題】 
   下記の３つの問題に答えなさい。 
      ＊注意：【問題-１】と【問題-２】の小論文、および【問題-３】の解答はそれぞれ別

の原稿用紙に分けて書きなさい。 
 



【問題-１】 
《小論文-１》 
 大学院で研究したい各自のテーマと研究手法について 400 字以内に要約して記述しなさ

い。 
【問題-２】 
《小論文-２》 
 配付された冊子 02～11 ページの特集「デザインって何？」を読み、自分なりの考えを論

じなさい。この文章ではデザインは４つの要素で考えられています。その中で最も注目す

る要素を、自分の体験にもとづいて考察し、あなたの考える「デザインとはどういうもの

か」を論じなさい。各自論述の主題を明確にし、文章のはじめに必ず＜タイトル＞を付け、

800 字以内で記述しなさい。 
【問題-３】 
 配付された文章には、デザインに関する人名・地名・本や物の名前・用語が記されてい

ます。また、論を展開するために写真や図版が使われています。これらの中から、あなた

の知っている事項をひとつ取り上げて解説しなさい。各自選んだ言葉を文章のはじめにつ

け、 
400 字以内で記述しなさい。 
    配付冊子「武蔵野美術大学造形学部学科紹介２００９」 
 
デザイン専攻  工芸工業デザインコース （Ａ日程） 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
      大学院での研究テーマを主題に、その研究内容の意義について、社会背景と関連づ

けて論じなさい。（１２００字以内） 
 
デザイン専攻  空間演出デザインコース （Ａ日程） 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
     現代の都市において、過密化する人口やそれに伴う交通量の増加などによって 
    環境が悪化しつつあります。 
     また、情報量の過多による功罪も多い今日、あなたは都市の公共施設に対して、今

後、どのようなデザイン展開が望まれると思いますか。あなたの研究テーマにそって

具体的に解説しなさい。 
    （１２００字以内） 
 
 



デザイン専攻  建築コース  （Ａ日程） 
  小論文（１時間３０分）                              
  【問 題】 
     あなたの建築の見方、考え方に影響を与えた建築の概略と、その建築に含まれる建

築の見方、考え方、設計方法、アイディアなど影響を受けた点を説明し、そこから展開し

たあなたの考えを、1200 字程度で述べなさい。 
     
    ・建築を説明するに際し、印象批評的な言葉、抽象的な言葉に終始することなく、具

体的に建築を描写して、あなたが影響を受けた点を記しなさい。イラスト、平・断・立面

図などを適宜、文章に折込んでかまわない。配付する原稿用紙は 800 字詰 2 枚である。そ

の余白を使って、図を描きなさい。レイアウトは自由。 
    ・論じるあなたの建築に対する考えについては、修士課程での研究計画と同一である

必要はない。研究計画とは別であっても、過去あるいは現在のあなたにとって重要な意味

を持つものであること。 
 
  外国語（英語）（１時間） 
  【問 題】 
  １．別紙の英文のＡ、Ｂ、Ｃの箇所を翻訳せよ。 
  ２．Palladio の作品について、知るところを記せ。 
 
  別紙の英文の出典は、James S.Ackerman,"Palladio"、Middlesex,1966、冒頭の文章で

ある。 
  
デザイン専攻  映像コース  （Ａ日程） 
  小論文 （２時間） 
  【問 題】 
       上映された作品を通して、論点を自ら設定し、論じなさい。（1000 字程度） 
       タイトルをつけること。 
       上映作品 
       FOURTEEN（約 22 分，1995） 
       Based on the composition of the same name by John Cage 
        A film by Frank Scheffer and Andrew Culver 
       注意 作品はループで上映します。2 回目以降は映像だけを流します。 
 
 
 



デザイン専攻  写真コース  （Ａ日程） 
  小論文 （２時間） 
  【問 題】 
       過去から現在に至る自身の写真作品を解説し、さらに今後の展望、方向性につい

て、800～1200 字で論じなさい。 
       尚、論文には主旨を明確に表す「タイトル」を必ず明記すること。 



                  平成２１年度大学院（Ｂ日程）入学試験問題 
 
 美術専攻 
  日本画コース 
  実技（素描）（６時間） 
  【問 題】 
  下記の出題①と②について描きなさい。 
  ①モデルをドローイングしなさい。 
  ②大学院に入学してから制作しようと考えている作品のエスキースデッサン、 
   又はイメージデッサンを描きなさい。画面下方に、この制作で何を描きたいのかを 
   50 字前後で書きなさい。作品の大きさも書くこと。 
     [条件] 
   １．作品は２枚提出すること。 
      ２．答案用紙（画用紙）は縦横自由。  
      ３．モデルは午前中のみ入ります。 
      ４．用意された水彩絵具を使用しても良い。 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．答案用紙（画用紙）×２枚 
      ３．透明水彩絵具（６色 赤、青、緑、黄、白、黒） 
   ４．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×３枚 
 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
   模写と創作について具体的な作品をあげながら自分の考えを述べなさい。 
     （１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
 
  油絵コース 
  実技（デッサン）（３時間） 
  【問 題】 
    今後あなたが制作しようと思っている作品について、自由に表現しなさい。 
     [条件] 
   答案用紙は縦横自由。 



 
     [配付物] 
      １．試験問題 
   ２．答案用紙（木炭紙または画用紙から選択）×１枚 
   ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×５枚 
 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
      いったん制作されると永続的に所蔵・展示される作品がある一方で、一回の目的で 
  制作されるインスタレーションのような作品がある。このような作品の永続性あるい 
  は一回性について、制作者としての立場から考えるところを述べよ。 
    （１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
      ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×１枚 
 
  版画コース 
  実技（デッサン）（６時間） 
  【問 題】 
   武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻版画コースにおいて「動物―犬・牛・馬・

羊・山羊から一つ選ぶ」をテーマに研究・制作することを仮定して、配付された答案用紙

の中に「57cm×85 ㎝」の枠を設定し、その領域に自由に描画しなさい。ただし、配付され

たオイルパステルは必ず使用のこと。また、配付された原稿用紙に描画した作品のタイト

ルとあなたのアーティストステートメントを４００字以内で記述しなさい。 
   [条件] 
   １．答案用紙は縦横自由。 
   ２．オイルパステルは３色以上使用。 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．答案用紙（版画紙：アルシュ紙)×１枚 
   ３．原稿用紙×１枚 
   ４．下書き用紙（Ａ３上質紙）×１枚 
   ５．オイルパステル（７色：白、黒、赤、青、黄、紫、緑）×１セット 
      ６．定規（１ｍ）×１ 
      ７．シナベニヤ（下敷き用）×１枚 



      ８．白ボール紙（台紙用）×２枚 
   ９．マスキングテープ×１ 
 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
      版画は刷ることによって、複数のオリジナル作品を出現させる。この版画作品の 
  複数性について、制作者としての立場から考えるところを述べよ。 
    （１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
      ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×１枚 
 
  彫刻コース 
  実技（デッサン）（６時間） 
  【問 題】 
     与えられた用紙の中に、これから展開する作品を実物大で描きなさい。 
   なお、全体が入りきらない場合は、主要部だけでよい。 
   [条件] 
    １．描画材は鉛筆、木炭、コンテ等（選択自由、併用可） 
    ２．答案用紙（画用紙）は縦横自由。 
     [配付物] 
        １．試験問題 
    ２．答案用紙（画用紙） ×１枚 
    ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×４枚 
 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
   立体と平面における色彩表現の相違について具体的な作品をあげながら考察せよ。 
   （１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
 
 
  造形理論・美術史コース 



  小論文（２時間） 
  【問 題】 
   美術史学研究における造形作品の位置づけについて、自身の研究を例にあげながら 
  考察せよ。 
  （２０００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
 
  外国語（英語）（２時間） 
  【問 題】 
   以下の英文を日本語に訳しなさい。 

  [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．解答用紙×１枚 
 
  芸術文化政策コース 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
  問１ 別紙の文章を読み、内容の要約と論旨について 400 字以内にまとめなさい。 
    （日本語のみ） 
  問２ この文章に関連する下記に示した５つのテーマからひとつを選んで、意見をま

とめなさい。（日本語 800 字以内、および英語の抄訳 200 ワード程度） 
(1)住民の中流化をジェントリフィケーションと言うが、「ジェントリー」が作る

都市ライフ・スタイルとはどのようなものか述べなさい。 
(2)都市をテーマとする映画や小説を知っていれば、その作品をあげて注解・分 
析をしなさい。 

(3)現代都市論とかかわる理論や内容について述べなさい。 
(4)本論で触れられている金沢市を省き、日本の都市あるいは世界の諸都市のな

かで、文化や芸術とのかかわりで変容を遂げつつある実例について述べなさ

い。 
(5)現在の金融危機によって引き起こると予想される芸術文化の危機的状況と、

その解決策あるいは予防対策などについて述べなさい。 
 
別紙出典：『創造都市への展望―都市の文化政策とまちづくり―』 

        佐々木雅幸＋総合研究開発機構 学芸出版社 2007 年所収 



        「世界都市と創造都市―現代都市の二つのイメージ」 
                加茂利男，14‐29 頁より 
 
     [配付物] 
      １．試験問題 
   ２．別紙×１枚 （別紙②参照） 
      ３．原稿用紙（問１）日本語用×１枚 
      ４．原稿用紙（問２）日本語用×１枚 
   ５．解答用紙（問２）英語抄訳用×１枚 
 
 デザイン専攻 視覚伝達デザインコース 
  小論文及び設問（２時間） 
【問 題】 

  ・下記の３つの問題について答えなさい。 

  ・問題（１）（３）については、それぞれ指定の字数以内で、簡潔、論旨明解にまと

めなさい。 

  （注意）（１）と（３）の問題は、それぞれ配付した指定用紙に分けて書きなさい。 

 

   問題（１）：小論文１ 

    大学院でおこなう自分の研究の主題（テーマ）とその内容について具体的に述べ

なさい。 

    ・文章には必ず表題（タイトル）を付けなさい。 

    ・指定用紙に字数 400字以内にまとめること。 

   問題（２）：設問 

    配付した資料は 2007年 11月 15日付けの雑誌「Pen」210号である。雑誌というメ

ディアからは、視覚伝達デザインの研究テーマとすべき問題対象を数多く見出す

ことができる。この雑誌から、視覚伝達デザインのテーマと考えられる問題を可

能な限り抽出し、列挙せよ。 

    ・１項目はなるべく 20 字以内に収めること。 

    ・指定用紙の表面に収めきれない場合は裏面にも書くこと。 

    （抽出：抜き出すこと、引き出すこと） 

      （列挙：並べ上げること、数えたてること） 

   問題（３）：小論文２ 

        問題（２）で抽出した「視覚伝達デザインのテーマと考えられる問題」より１つ

を選び出し、あなたの考えを具体的に述べなさい。各自論述の主題を明確にし、

文章のはじめに必ず表題（問題（２）で抽出した項目と同じ文）を付けなさい。 



    ・指定用紙に字数 1200 字以内にまとめること。 

 

[配付物] 

   １．試験問題 

      ２．雑誌「Pen」2007年 11月 15日号（№210「クリエィティブ・アワード 2007-2008」） 

      ３．原稿用紙 

    ：問題（１）用×１枚（400字） 

    ：問題（３）用×２枚（1200字） 

      ４．解答用紙 ：問題（２）用×１枚 

 
  空間演出デザインコース 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
  近年の地球環境を展望すると、将来の人間環境が危ぶまれています。そのため、私達

が日常生活している周辺にはエコロジカルな事物が数多く提案されていますが、将来の生

活環境を計画する際、あなたが最も注視する点をあげ、詳しく論じなさい。 
（１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
 
  建築コース 
  小論文（１時間３０分） 
  【問 題】 
   近・現代の建築作品、プロジェクトの中から、その時代を表現している作品であっ

て、これからの建築にも影響を与えることになると、あなたが考える作品を選び、まずそ

の作品の特徴ならびにその時代の状況と作品の関係を解説し、次に現在に投げかけている

意味を論じなさい。（１２００字程度） 
■作品の概要を知る範囲で書くこと。すなわち設計者、所在、竣工年代、用途など。 
■作品の特徴については図を併用して解説しなさい。配付する原稿用紙は 800 字詰 2 枚で

ある。その余白を使って、図を描きなさい。レイアウトは自由。 
■論文の表題は、作品名と表現内容を表す用語を組み合わせなさい。 
 
    [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 



 
  外国語（英語）（１時間） 
  【問 題】 
   別紙、英文について以下の問題に答えなさい。 
      この英文の出典は 
 James S.Ackerman,“The Architecture of Michelangelo”,Pelican Books,1986,
 p.44. 
      Ⅰ．下線部分①・②・③を和訳しなさい。 
      Ⅱ．この英文を、和文 200 字以内に要約しなさい。 
     [配付物] 
      １．試験問題 
   ２．別紙×１枚 
      ３．解答用紙×１枚 
 
  基礎デザイン学コース 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
   「デザイナーにとって基本的、かつ大切な能力」について、具体例をあげて論じな 
  さい。さらに、あなたの大学院での研究テーマを上記の課題に位置づけて述べなさい。 
  （１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
      ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×１枚  
  
   外国語（英語）（1 時間） 
  【問 題】 
   この英文（川の長さと円周率の関係について述べたエッセイから抜粋）をすべて訳

しなさい。 
（出典は、Fermat’s Last Theorem, by Simon Singh, 2005, Harper Perennial.） 

 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．解答用紙×１枚  
 
   外国語（日本語）（1 時間） 



  【問 題】 
   別紙の問題文を読み、以下の問題に答えなさい。辞書を参照してはいけない。 
  問題１．文中の用語の意味を簡潔に述べなさい。 
      一義的、地平、開眼、再編、対抗、革新、批判、継承 
  問題 2．「ウルムの初期」の特徴を二つあげよ。 

問題 3．「神話化されたバウハウス」の例をあげよ、 
問題 4．「近代（モダン）デザイン」は、モデルネという言葉から解釈すると、どのよ

うなものと考えているか。 
問題 5．「デザインを社会変革の方法、あるべき生活世界の形成の手法と捉えてきた西

欧のデザイン認識」の源流と考えられるデザイン運動の例を書きなさい。 
問題 6．「デザイン」は、たとえば、プロダクトやグラフィック、環境など特定の領域

を想定して論じているのかどうかを答えなさい。特定の領域を想定している

のならどのような領域かを、理由も含めて述べなさい。あるいは、個別の領

域を前提にしていないのであれば、デザインをどのように捉えているのかを

述べなさい。 
 
問題文出典：向井周太郎「生とデザイン」より 
 

     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．解答用紙×１枚  
 
  デザイン情報学コース 
  小論文（２時間） 
  【問 題】 
   ある場所に局地化することを表す「ローカライズ(localize)」という言葉がある。 
   また、世界化や国際化することを表す「グローバライズ(globalize)」という言葉が 
   ある。現在は、各種情報関連機器やサービスの進歩、普及により、 
   情報社会/ネットワーク/デジタルの時代と言える。 
   そこで、現在の世界を「デザイン」という観点から見たときに、 
   その「ローカライズ」と「グローバライズ」について論述しなさい。 
   最初に、論述の概要を表す表題をつけること。（１２００字以内） 
     [配付物] 
      １．試験問題 
      ２．原稿用紙×１セット 
 



 
  外国語（１時間） 
  【問 題】 
   以下の英文は、二本線の間にある時計の図に関する記述です。二本目の線の下のタ

イトルと本文全文を日本語に訳しなさい。（出典は、Sean Hall “This Means This, 
This Means That”より抜粋 

      
[配付物] 

      １．試験問題 
      ２．解答用紙×１枚 
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