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平成 22 年度大学院(A 日程)入学試験問題 
 

造形研究科  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】 

     ２０世紀に強まった商業主義と表現のあり方について論じなさい。 

（1,200 字以内） 

 

  外国語（英語）（１時間） 

  【問 題】 以下の英文（下線部を除く）を日本語に訳しなさい。 

  別紙①参照 

 

  専門基礎（筆記試験）（１時間） 

  【問 題】 

   次の事項の中から５つを選び、各事項について簡潔に説明してください。 

（１） パルテノン神殿の彫刻 

（２） コントラポスト 

（３） カタコンベ 

（４） 《ネフェルティーティ》像 

（５） シャルトル大聖堂 

（６） バロック美術 

（７） エコール・ド・パリ 

（８） ナム・ジュン・パイク 

（９） 洛中洛外図屏風（米沢市立上杉博物館） 

（10）俵屋宗達 

（11）彫り塗り 

（12）アンコール・ワット 

（13）唐三彩 

（14）莫高窟 

（15）バウハウス 

（16）サンセリフ 

（17）柳宗悦 

（18）アール・デコ 

（19）住吉の長屋 

（20）空想建築家 
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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、英文学者・Ｗ・モリス研究者の小野二郎の論考「ウィリアム・モリスと

芸術のリズム」（1979 年）である。このエッセイを読んで、まずその趣旨を要約

し、そこで対比的に論じられた「美術教育運動」と「芸術による教育運動」、「大

芸術(純粋芸術)」と「小芸術(民衆芸術)」、あるいは「芸術(遊び)」と「生活(実

用)」、また「芸術創造」と「生産組織」などを軸として、現代の芸術が突き当た

った問題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（２時間） 

【問題】 

下記の２つの問題について答えなさい。 

・ 問題１ と 問題２ 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。 

・ 問題１ と 問題２ については、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、研究内容の社会的な意義、研

究手法について、それぞれ具体的に述べなさい。 

・ 小論文には必ず表題（タイトル）をつけなさい。 

・ 指定用紙に、字数４００字以内に要約してまとめること。 

 

問題２： 小論文（２） 

配付した【資料 A】から、「これからのデザインのテーマと考えられる課題」を３つ抽出

し、その中から 1 つを選び、それについてのあなたの考えを具体的に述べなさい。詳しく

は以下のとおり。 

 

・ （２）－１ 

【資料 A】から、「これからのデザインのテーマと考えられる課題」３つを抽出し、それ

ぞれ１つの項目につきおよそ２０字程度で、指定用紙（小論文（２）－１）に記述しな

さい。 

・ （２）－２ 

3 つの項目の中から１つの項目を選び、そのことについてあなたの考えを、字数１２００

字以内で、指定用紙（小論文（２）－２）にまとめなさい。論述の主題（テーマ）を明
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確にするために、必ず表題（タイトル）をつけなさい。 

 

【資料解説】 

配付した【資料 A】は、雑誌『ユニバーサルデザイン』に掲載された記事からの抜粋である。 

ユニバーサルデザイン（universal design）とは、１９９０年代、建築家でノースカロライ

ナ州立大学教授のロナルド・L・メイス氏によって提唱された概念である。普及の契機とな

ったのは、１９９０年にアメリカ合衆国で制定された「障害を持つアメリカ人法」

（Americans With Disabilities Act）である。 

現在では、年齢や性別・心身の能力・使用環境などに関わらず、どんな人でも簡単で安全に

使える・分かるという観点から施設や製品、情報やサービスなどをデザインすることが、ユ

ニバーサルデザインとして世界に広まり、ISO（国際標準化機構）による国際規格化も推進

されている。 

ユニバーサルデザインの７つの基本的な原則は、以下のように定義されている。 

原則１：公平な使用への配慮   Equitable Use 

原則２：使用における柔軟性の確保  Flexibility in Use 

原則３：簡単で明解な使用方法の追求  Simple and Intuitive Use 

原則４：あらゆる感覚による情報への配慮 Perceptible Information 

原則５：事故の防止と誤作動への受容  Tolerance for Error 

原則６：身体的負担の軽減   Low Physical Effort 

原則７：使いやすい使用空間と条件の確保 Size and Space for Approach and Use 

 

【資料 A】：出典  

ユニバーサルデザイン Vol.21  2006 WINTER 

特集：子どものためのデザイン 大人が子どもにできること 

「社会をリデザインするキッズデザイン」文：赤池学 より抜粋。 

 

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】 

工芸、工業デザインにおいて基本的な要素である機能と美しさの関係について述べな

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】 

〈ＩＴの発達とデザイン〉 

モバイル・フォンやインターネットの急速な普及は、現代の生活シーンを大きく

変革しつつある。 

この現象がデザインに及ぼす影響について、自論を述べよ。（１２００字以内） 
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デザイン専攻  建築コース（Ａ日程） 

  小論文（１時間３０分）                              

  【問 題】 

 建築家・伊東豊雄は「建築にしかできないこと」として別紙のように述べていま

す。この文中に出てくる「個と共同性」について、具体的な建築の事例をあげなが

ら、あなたの考えを述べなさい。（１２００字以内） 

 

別紙出典：「建築と日常」(長島明夫発行、2009)より引用 

 

 外国語（英語）（１時間） 

  【問 題】 

   別紙の英文は Deborah GANS,“The Le Corbusier Guide”、Princeton 

      Architectural Press,1987 pp.65-67 である。 

   この文を読んで、以下の問いに答えなさい。 

  １．Ａ部分を訳しなさい。 

      ２．Ｂ部分を訳しなさい。 

   ３．Ｃ部分を訳しなさい。 

   ４．Villa Savoye を見学したい。どこにあり、どのように行けばいいか。 

 

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 

 Jonathan Glazer 監督：ＣＭ集(2005 年) 

 1-「Guiness」:「Surfer」(1′30″) 

  2-「Levis」:「Odyssey」(1′00″) 

  3-「Stella Artois」:「Whip Round」(2′00″) 

  4-「Volkswagen」:「Protection」(1′00″) 

 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。 
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デザイン専攻  写真コース（Ａ日程） 

  小論文 （２時間） 

  【問 題】 

 現在に至る研究実績を踏まえ、映像の現在と未来を展望し、自身の表現の可能

性を論述し、800～1200 字で解答しなさい。 

 なお、論文には、主旨を明確に表現する「タイトル」を明記すること。 
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平成２２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】 

① モデルをもとにしたドローイングをしなさい（コスチュームのモデル）。 

Ｂ２画用紙を使用のこと。 

② 今後の制作のためのエスキースを描きなさい。 

Ｂ３画用紙を使用のこと。 

     [条件] 

   １．上記の①②各１枚計２枚提出のこと。 

      ２．答案用紙（画用紙）は縦横自由。  

      ３．モデルは午前中と午後の２ポーズまで入ります。 

     [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（白１、黒１） 

   ４．透明水彩具（黄土１、茶１） 

黄土、茶はどちらかの一色を使用のこと。 

   ５．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×２枚 

 

    小論文（２時間） 

  【問 題】 

   日本画における素材の役割と表現の可能性について、考えるところを述べなさい。 

     （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】 

あなたが今後制作しようと思っている作品について、エスキース、ドローイングなど

自由な方法で表現しなさい。 
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     [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）×２枚 

 

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

     作品を展示する空間は、作品の意味や価値にどのような影響を及ぼすと思うか、自分の考

えを述べよ。（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】 

   配付された答案用紙に「５７ｃｍ×８５ｃｍ」の枠を設定し、その枠内に、下記の四字熟

語のうちから１つを選んで、その語句のイメージを自由に表現しなさい。 

・ 一期一会 

・ 温故知新 

・ 四面楚歌 

・ 五里霧中 

配付されたオイルパステルは必ず使用すること。また、配付された原稿用紙にあなたの

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 
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      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】 

    版画表現の今日的可能性について記述しなさい。 

    （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  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】 

  彫刻における「抽象」と「具象」についてあなたの考えるところを述べなさい。 

   （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 
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造形理論・美術史コース  

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

  近代以降の社会における表現者の主体について論じなさい。 

  （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  外国語（英語）（１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 

 

  専門基礎（筆記試験）（１時間） 

  【問 題】 

   次の事項の中から５つを選び、各事項について簡潔に説明してください。 

（１） プラクシテレス 

（２） トラヤヌス帝の記念柱 

（３） サモトラケのニケ 

（４） ケルズの書 

（５） ミケランジェロによる彫刻 

（６） ジャン・ドミニク・アングル 

（７） 印象主義 

（８） パピエ・コレ 

（９） カラー・フィールド・ペインティング 

（10）紅白梅図屏風（ＭＯＡ美術館） 

（11）狩野探幽 

（12）鉄線描 

（13）慶州石窟庵 

（14）郭熙 

（15）タージ・マハル廟 

（16）アンリー・ヴァン・ド・ヴェルド 

（17）Ｔ型フォード 

（18）原弘 
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（19）擬洋風 

（20）フランク・ロイド・ライト 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．解答用紙×２枚 

 

芸術文化政策コース  

  小論文（２時間） 

  【問題１】 

   別紙の文章を読み、内容を汲み取りながら下記に示した３つのテーマのひとつを選び、

意見をまとめなさい。（日本語８００字以内） 

  １．21 世紀の創造性を育成するのに役に立つ大学や専門学校のカリキュラムについて 

  ２．東洋と西洋の差異や融合などを意識して活動している現代のクリエーターやアーテ

ィストについて 

  ３．ジェンダー、性的マイノリティーとアートとのかかわりについて 

別紙出典：『ジョン・ケージ 混沌ではなくアナーキー』 

        白石美雪著 ㈱武蔵野美術大学出版局 2009 年 22‐73 頁より 

【問題２】 

   民主党政権に代わり、国立メディア芸術総合センターの建設が中止になるなど、文化 

の領域でもさまざまな見直しが進んでいる。今後の日本における芸術やデザインなどを 

振興していくために、もっとも必要だと思える事項について記し、英語でその内容を要 

約しなさい。（日本語４００字以内と、英語の抄訳２００ワード程度） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

   ２．別紙×９枚 

      ３．原稿用紙（問題１）日本語用×１枚 

      ４．原稿用紙（問題２）日本語用×１枚 

   ５．解答用紙（問題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２つの問題について答えなさい。 

  ・問題については、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（２）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。 
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   ・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）：小論文２ 

   配付した四点の画像をそれぞれ比較検討し、ヴィジュアル・コミュニケーションにおける

「ことば（言語）」「図像」「メディア（媒体）」「社会」について、またはそれらの相互

作用について、あなたの考えを述べなさい。 

   ・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１２００字以内にまとめること。 

[配付物] 

   １．試験問題 

      ２．画像 

三越呉服店ポスター：出典「The Graphic Spirit of Japan」R.S.Thornton  VAN NOSTRAND REINGOLD 

福田繁雄 VICTORY：出典[「欧米のポスター100」展 監修：ミルトン・グレイザー、亀倉雄策 財団法

人東日本鉄道文化財団 

船に乗る洋装の人々：出典「日本のポスター史展」 世界のポスター美術館 

ジョン・ハートフィールド：出典「John Heartfield」 ABRAMS 

      ３．原稿用紙 

    ：問題（１）用×１枚（400 字） 

    ：問題（２）用×２枚（1200 字） 

       

  空間演出デザインコース  

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

   感覚を刺激するデザイン 

視・聴・味・嗅・触という５つの感覚機能は、まさに生活の豊かさを左右すると言っ

て過言でない。 

音のデザイン、味のデザイン、光のデザイン、匂いのデザインなども空間演出デザイ

ンに密着した要素である。 

このような感覚を刺激するデザインについて、デザイナー、建築家、アーティストな

どの具体的作品事例を挙げて自論を述べよ。 

   （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  建築コース  

  小論文（１時間３０分） 
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  【問 題】 

   配付した資料は、生活空間（都市空間）に対する彫刻のあり方を、彫刻家の立場から

論じた文章です。この文章を手掛りに、生活空間（都市空間）に対する建築のあり方、

または生活空間（都市空間）についてあなたの考えを、具体例をまじえて１２００字以

内に書きなさい。 

  [条件] 

・ あなたの小論文にタイトルを付けなさい。 

・ 小論文タイトルの下に（ ）を付して、建築、生活空間のどちらを主題にしたかを書き

なさい。 

・ 配付資料の一箇所を引用または参照し論述しなさい。その時、引用については、引用箇

所を「 」で括りなさい。また、主旨を要約し参照する場合は、〈 〉で括り参照した

ことを示しなさい。 

・ この小論文は配付資料に対する意見を必ずしも求めていません。資料を手掛りにあなた

の日頃の考えを述べてください。 

    [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．資料（保田春彦著「何故現代彫刻は生活空間に同化しないか」『造形の視座か

ら』形文社、1998 年：(初出)『みずゑ』1974 年 1 月号)  

   ３．原稿用紙×１セット 

 

  外国語（英語）（１時間） 

  【問 題】 

   別紙の文章は、Linda Murray，“Michelangelo”，London,1980 からの抜粋であ

る。以下の問に答えよ。 

    １．Ａの部分を和訳せよ。 

  ２．Ｂの部分を和訳せよ。 

  ３．Ｃの部分を和訳せよ。 

  ４．４つの図について、本文を参照しつつ論ぜよ。 

     [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】 
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   ヴィジュアルコミュニケーションとはどういうものか定義しなさい。 

   （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】 

   以下のテキストをすべて日本語に訳しなさい。 

   （出典は、Pictowords: Semantic Typography, Baumann and Bauman, Department of 

Science of Design, Niggli, 2005） 

     [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】 

   市役所のＷeb サイトをデザインする場合と、映画ＰＲ用のＷeb サイトをデザインす

る場合、それぞれ留意すべき点について述べなさい。また、それらを踏まえ、Ｗeb デ

ザインとは何かについて論じなさい。 

（１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

   ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×１枚 

 

  外国語（１時間） 

  【問 題】 

   以下の英文は、二本線の間にある記号に関する記述です。二本目の線のタイトルと本

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] 
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      １．試験問題 

      ２．解答用紙×１枚 



 1 

平成２２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】 

① モデルをもとにしたドローイングをしなさい（コスチュームのモデル）。 

Ｂ２画用紙を使用のこと。 

② 今後の制作のためのエスキースを描きなさい。 

Ｂ３画用紙を使用のこと。 

     [条件] 

   １．上記の①②各１枚計２枚提出のこと。 

      ２．答案用紙（画用紙）は縦横自由。  

      ３．モデルは午前中と午後の２ポーズまで入ります。 

     [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（白１、黒１） 

   ４．透明水彩具（黄土１、茶１） 

黄土、茶はどちらかの一色を使用のこと。 

   ５．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×２枚 

 

    小論文（２時間） 

  【問 題】 

   日本画における素材の役割と表現の可能性について、考えるところを述べなさい。 

     （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】 

あなたが今後制作しようと思っている作品について、エスキース、ドローイングなど

自由な方法で表現しなさい。 
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     [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）×２枚 

 

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

     作品を展示する空間は、作品の意味や価値にどのような影響を及ぼすと思うか、自分の考

えを述べよ。（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】 

   配付された答案用紙に「５７ｃｍ×８５ｃｍ」の枠を設定し、その枠内に、下記の四字熟

語のうちから１つを選んで、その語句のイメージを自由に表現しなさい。 

・ 一期一会 

・ 温故知新 

・ 四面楚歌 

・ 五里霧中 

配付されたオイルパステルは必ず使用すること。また、配付された原稿用紙にあなたの

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 
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      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】 

    版画表現の今日的可能性について記述しなさい。 

    （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  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】 

  彫刻における「抽象」と「具象」についてあなたの考えるところを述べなさい。 

   （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 
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造形理論・美術史コース  

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

  近代以降の社会における表現者の主体について論じなさい。 

  （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  外国語（英語）（１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 

 

  専門基礎（筆記試験）（１時間） 

  【問 題】 

   次の事項の中から５つを選び、各事項について簡潔に説明してください。 

（１） プラクシテレス 

（２） トラヤヌス帝の記念柱 

（３） サモトラケのニケ 

（４） ケルズの書 

（５） ミケランジェロによる彫刻 

（６） ジャン・ドミニク・アングル 

（７） 印象主義 

（８） パピエ・コレ 

（９） カラー・フィールド・ペインティング 

（10）紅白梅図屏風（ＭＯＡ美術館） 

（11）狩野探幽 

（12）鉄線描 

（13）慶州石窟庵 

（14）郭熙 

（15）タージ・マハル廟 

（16）アンリー・ヴァン・ド・ヴェルド 

（17）Ｔ型フォード 

（18）原弘 
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（19）擬洋風 

（20）フランク・ロイド・ライト 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．解答用紙×２枚 

 

芸術文化政策コース  

  小論文（２時間） 

  【問題１】 

   別紙の文章を読み、内容を汲み取りながら下記に示した３つのテーマのひとつを選び、

意見をまとめなさい。（日本語８００字以内） 

  １．21 世紀の創造性を育成するのに役に立つ大学や専門学校のカリキュラムについて 

  ２．東洋と西洋の差異や融合などを意識して活動している現代のクリエーターやアーテ

ィストについて 

  ３．ジェンダー、性的マイノリティーとアートとのかかわりについて 

別紙出典：『ジョン・ケージ 混沌ではなくアナーキー』 

        白石美雪著 ㈱武蔵野美術大学出版局 2009 年 22‐73 頁より 

【問題２】 

   民主党政権に代わり、国立メディア芸術総合センターの建設が中止になるなど、文化 

の領域でもさまざまな見直しが進んでいる。今後の日本における芸術やデザインなどを 

振興していくために、もっとも必要だと思える事項について記し、英語でその内容を要 

約しなさい。（日本語４００字以内と、英語の抄訳２００ワード程度） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

   ２．別紙×９枚 

      ３．原稿用紙（問題１）日本語用×１枚 

      ４．原稿用紙（問題２）日本語用×１枚 

   ５．解答用紙（問題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２つの問題について答えなさい。 

  ・問題については、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（２）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。 
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   ・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）：小論文２ 

   配付した四点の画像をそれぞれ比較検討し、ヴィジュアル・コミュニケーションにおける

「ことば（言語）」「図像」「メディア（媒体）」「社会」について、またはそれらの相互

作用について、あなたの考えを述べなさい。 

   ・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１２００字以内にまとめること。 

[配付物] 

   １．試験問題 

      ２．画像 

三越呉服店ポスター：出典「The Graphic Spirit of Japan」R.S.Thornton  VAN NOSTRAND REINGOLD 

福田繁雄 VICTORY：出典[「欧米のポスター100」展 監修：ミルトン・グレイザー、亀倉雄策 財団法

人東日本鉄道文化財団 

船に乗る洋装の人々：出典「日本のポスター史展」 世界のポスター美術館 

ジョン・ハートフィールド：出典「John Heartfield」 ABRAMS 

      ３．原稿用紙 

    ：問題（１）用×１枚（400 字） 

    ：問題（２）用×２枚（1200 字） 

       

  空間演出デザインコース  

  小論文（２時間） 

  【問 題】 

   感覚を刺激するデザイン 

視・聴・味・嗅・触という５つの感覚機能は、まさに生活の豊かさを左右すると言っ

て過言でない。 

音のデザイン、味のデザイン、光のデザイン、匂いのデザインなども空間演出デザイ

ンに密着した要素である。 

このような感覚を刺激するデザインについて、デザイナー、建築家、アーティストな

どの具体的作品事例を挙げて自論を述べよ。 

   （１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

 

  建築コース  

  小論文（１時間３０分） 
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  【問 題】 

   配付した資料は、生活空間（都市空間）に対する彫刻のあり方を、彫刻家の立場から

論じた文章です。この文章を手掛りに、生活空間（都市空間）に対する建築のあり方、

または生活空間（都市空間）についてあなたの考えを、具体例をまじえて１２００字以

内に書きなさい。 

  [条件] 

・ あなたの小論文にタイトルを付けなさい。 

・ 小論文タイトルの下に（ ）を付して、建築、生活空間のどちらを主題にしたかを書き

なさい。 

・ 配付資料の一箇所を引用または参照し論述しなさい。その時、引用については、引用箇

所を「 」で括りなさい。また、主旨を要約し参照する場合は、〈 〉で括り参照した

ことを示しなさい。 

・ この小論文は配付資料に対する意見を必ずしも求めていません。資料を手掛りにあなた

の日頃の考えを述べてください。 

    [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．資料（保田春彦著「何故現代彫刻は生活空間に同化しないか」『造形の視座か

ら』形文社、1998 年：(初出)『みずゑ』1974 年 1 月号)  

   ３．原稿用紙×１セット 

 

  外国語（英語）（１時間） 

  【問 題】 

   別紙の文章は、Linda Murray，“Michelangelo”，London,1980 からの抜粋であ

る。以下の問に答えよ。 

    １．Ａの部分を和訳せよ。 

  ２．Ｂの部分を和訳せよ。 

  ３．Ｃの部分を和訳せよ。 

  ４．４つの図について、本文を参照しつつ論ぜよ。 

     [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】 
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   ヴィジュアルコミュニケーションとはどういうものか定義しなさい。 

   （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】 

   以下のテキストをすべて日本語に訳しなさい。 

   （出典は、Pictowords: Semantic Typography, Baumann and Bauman, Department of 

Science of Design, Niggli, 2005） 

     [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】 

   市役所のＷeb サイトをデザインする場合と、映画ＰＲ用のＷeb サイトをデザインす

る場合、それぞれ留意すべき点について述べなさい。また、それらを踏まえ、Ｗeb デ

ザインとは何かについて論じなさい。 

（１２００字以内） 

     [配付物] 

      １．試験問題 

      ２．原稿用紙×１セット 

   ３．下書き用紙（Ｂ４上質紙）×１枚 

 

  外国語（１時間） 

  【問 題】 

   以下の英文は、二本線の間にある記号に関する記述です。二本目の線のタイトルと本

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] 
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      １．試験問題 

      ２．解答用紙×１枚 
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