
（A日程）

美術専攻  造形理論・美術史コース
○小論文（２時間）

【問題】

　あなたの知っている、20 世紀美術の革新性について論じなさい。（1200 字以内）

○専門基礎（筆記試験）（１時間）

【問題】

　次の事項の中から任意に５つを選び、各事項の説明を解答用紙に簡潔に記述しなさい。

（１）　ロマネスク彫刻

（２）　バーミヤーン石窟

（３）　剣持勇

（４）　イオニア式オーダー

（５）　拓版画

（６）　クロード・モネ

（７）　パンテオン（ローマ）

（８）　阿修羅

（９）　マニエリスム

（10）　ドリュフォロス（槍をもつ人）

（11）　彦根屏風（国宝、彦根城博物館）

（12）　黄金比

（13）　ポップ・アート

（14）　狩野光信

（15）　マルセル・デュシャン《泉》

（16）　オスマンのパリ

（17）　流線型

（18）　アペレス

（19）　董其昌

（20）　チャールズ・レニー・マッキントッシュ

美術専攻  芸術文化政策コース
○小論文（英語含む）（２時間）

デザイン専攻 視覚伝達デザインコース
○小論文および設問（２時間）

平成 23 年度  大学院造形研究科（Ａ日程）入学試験問題参　考

【問題１】

別紙の文章を読み、内容の論旨を要約しなさい。（日本語 400 字以内）

別紙出典：『娘と話す　文化ってなに？』ジェローム・クレマン著／佐藤康訳

　　　　　現代企画室　2008 年　126-134 頁より

【問題２】

下記に示した二つのテーマから一つを選び、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．芸術や芸術家を評価する基準はどのように決まるのか。

２．20 年後、日本あるいは世界の文化における最も大きな変動は何なのか、それによって日本あるいは世界はどのように

変化すると思うか。

【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、それぞれ指定された字数以内で、簡潔、論旨明解にまとめなさい。

・問題（１）と問題（２）は、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。

・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なさい。

問題（２）：小論文２

配付した３つの資料（資料 -１、資料 -２、資料 -３）を読んで、ヴィジュアル・コミュニケーション・デザインのこれからの

課題について、あなたの考えを述べなさい。

・小論文には必ず表題（タイトル）をつけなさい。

・資料を参考にして、その内容の範囲で論述しなさい。

・指定用紙に、字数１２００字以内にまとめなさい。

資料 -１・「いのちを救うＡＥＤ」

出典「コミュニケーションデザイン１　いのちを守るデザイン」Ｐ６８～６９　　ＦＯＭＳ編著　発行　遊子館

資料 -２・「災害時帰宅支援マップ『鳩歩歩（はとぽっぽ）』」

出典「コミュニケーションデザイン５　目で見ることばのデザイン」Ｐ５６～５７　ＦＯＭＳ編著　発行　遊子館

資料 -３・「市民意識と行動のうねりを起こすグリーンマップ」

出典「コミュニケーションデザイン５　目で見ることばのデザイン」Ｐ６０～６１　ＦＯＭＳ編著　発行　遊子館

デザイン専攻  工芸工業デザインコース
○小論文（２時間）

【問題】

本学大学院を受験する現在、大学院在学期間、修了後の社会における研究（制作）活動を展望し、あなたの研究テーマとする

課題について論じなさい。（1200 字以内）

デザイン専攻  空間演出デザインコース
○小論文（２時間）

【問題】

「社会的影響」を及ぼしたと思われるデザインの事例をあげ、その事例を出来るだけ詳しく、具体的に説明しなさい。そし

て、その事例に対する持論を述べなさい。（1200 字以内）



デザイン専攻  建築コース
○小論文（１時間３０分）

【問題】

以下の３つの建築、

私の家（清家清）

塔の家（東孝光）

梅林の家（妹島和世）について、

その空間の質を、建築を構成する要素から分析しなさい。

また、その空間で起こるであろう出来事・人の動きを、建築の空間構成から想像・分析しなさい。

上記の分析をふまえ、３つの建築の相違点について述べなさい。（1200 字以内）

注意：ひとつの論点（視点）を提示し、それをタイトルとしながら３つの建築について述べること。

デザイン専攻  映像コース
○小論文（２時間）

【問題】

上映された二つの作品について、あなたの考えを論じなさい。（1000 字程度）

上映作品：

1- John CAGE 「4′33″」（1952）[7′00″]

2- Nam June PAIK　「ZEN FOR FILM」（1962-1964）[5′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。

デザイン専攻  写真コース
○小論文（２時間）

【問題】

写真表現の過去、現在、未来を考察すると共に、自身の研究テーマについて 800 ～ 1200 字で解答しなさい。

なお、論文には、主旨を明確に示すタイトルを明記すること。



（B日程）

平成２３年度  大学院造形研究科（Ｂ日程）入学試験問題参　考

【問題】

モデールをドローイングしなさい。

午前中→ヌード

午後　→コスチューム

[ 条件 ]

１．答案用紙（画用紙）は縦、横自由。

２．答案用紙は２枚提出のこと。

３．モデルは午前、午後入ります。（ポーズは２ポーズずつ変わります。）

[ 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．透明水彩絵具（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

美術専攻  日本画コース
○実技（素描）（６時間）

【問題１】

最近見た他人の作品のうち、自分の制作に最も影響を与えた作品を一点取り上げ、その作品の造形的な特徴と受けた影響

について具体的に述べなさい。（1200 字以内）

美術専攻  日本画コース
○小論文（２時間）

【問題】

抽象絵画と具象絵画の相違とは何なのか、自分の考えるところを述べよ。（1200 字以内）

美術専攻  油絵コース
○小論文（２時間）

【問題】

現代における版画表現の可能性を論じなさい。（1200 字以内）

美術専攻  版画コース
○小論文（２時間）

【問題】

与えられた用紙の中に、これから展開しようとする自己の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

要部を描くこと。

[ 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

美術専攻  彫刻コース
○実技（デッサン）（６時間）

【問題】

彫刻の素材（石、金属、木、粘土、その他）について、あなたの考えるところを述べなさい。（1200 字以内）

美術専攻  彫刻コース
○小論文（２時間）



【問題】

[ 小論文１]

あなたにしかできない得意分野について具体的かつ簡潔に述べなさい。

論述を明確にし、文章のはじめに必ず表題（タイトル）を付け 400 字以内で記述しなさい。

[ 小論文２]

ミレニアム開発目標

上記は国連が採択したミレニアム開発目標の主旨です。

資料Ａは、その８つの開発目標のピクトグラムです。

資料Ｂは、2010 年 6月現在のデータ及び推計です。

これらを基に、開発目標を 1つあるいは複数選び、ビジュアル・コミュニケーション・デザインがどのように関わるこ

とができるのかを考察し、各自見解を述べなさい。

論述を明確にし、文章のはじめに必ず表題（タイトル）を付け 800 字以内で記述しなさい。

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】

生活を支える「衣、食、住」の環境に、デザインは、大きく関っています。

「衣」「食」「住」それぞれの状況に対して、優れていると思われる事例を各１つあげて、その３例について具体的に説明をし

て持論を述べなさい。（1200 字以内）

デザイン専攻  空間演出デザインコース
○小論文（２時間）

【問題】

私たちをとりまく社会と生活は非常に早いスピードで変化しています。一世代違うとそれだけで生まれ育った環境も大き

く異なり、それによって求めることも違ってきています。

現在日本では、個人をベースにした建築（ハード）と生活サービス（ソフト）が発達し、一部では過剰に空間が遮断されて人

同士の関係がなくなっています。これから社会に出るような世代の人たちは、最初から「途切れている」ことから始まって

いるので、むしろつながりたい願望が強く、時間、言い換えれば歴史を紡ぎたい願望が強いのではないでしょうか。

「ばらばらに切れすぎてしまった空間や人の行為を、建築によってどのように繋げ関係性を再構築していくのか」という観

点から、あなたの考えを述べなさい。その際、具体的な建築の事例を２つ以上あげなさい。

[ 条件 ]

文字数は 1200 字以内。

デザイン専攻  建築コース
○小論文（１時間３０分）

【問題】

環境問題に対するデザインの解決策を考え、具体的に提案しなさい。（1200 字以内）

デザイン専攻  基礎デザイン学コース
○小論文（２時間）

【問題】

これまでにあなたがみた美術展で、最も印象に残ったものについて論じなさい。（1200 字以内）

美術専攻  造形理論・美術史コース
○小論文（２時間）

【問題】

一、別紙はドイツ文学者の種村季弘（1933 ～ 2004）のエッセイ「エルンストの擬挽―コラージュとフロッタージュの発見」

（1976）からの一節である。これを読んで、まずその主旨を要約し、ここで浮き彫りにされた「民俗芸術と呪物」、「産業社

会と廃物」の対比を踏まえ、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）

美術専攻  芸術文化政策コース
○小論文（英語含む）（２時間）

【問題】

次の事項の中から任意に５つを選び、各事項の説明を解答用紙に簡潔に記述しなさい。

（１）日本宣伝美術家協会

（２）新古典主義

（３）アレキザンダー・モザイク

（４）瀟湘八景

（５）ピーテル・パウル・ルーベンス

（６）景徳鎮

（７）パブロ・ピカソ

（８）ヘルマン・ムテジウス

（９）ラオコーン

（10）ユジェーヌ・ドラクロワ

（11）河鍋暁斎

（12）ブルネッレスキ

（13）ランド・アート

（14）マルクス・アウレリウス帝の騎馬像

（15）兵馬俑

（16）ブルータリズム

（17）松林図屏風（国宝、東京国立博物館）

（18）バシリカ様式

（19）ル・コルビュジェ

（20）アユタヤ

○専門基礎（筆記試験）（１時間）



【問題】

現在のケータイ（携帯電話）は通話機能やメール機能だけでなく、カメラ機能やクレジット機能など多様な機能が付加さ

れ、単にコミュニケーションの道具としてのにとどまらない進化を遂げている。そのケータイのデザインに重要だと思わ

れるキーワードを下記の中から２つ以上選択し、論述しなさい。

[ 条件 ]

１．1200 字以内。

２．タイトルを入れなさい。

３．選択したキーワードを必ず文中に含めなさい。

４．選択したキーワードを文中に記すときはマス目の右側に線を入れ強調しなさい。

デザイン専攻  デザイン情報学コース
○小論文（２時間）

キーワード
デザインの独自性 機能の独自性
ユーザーの満足度 ユーザーにとっての使いやすさ
携帯使用料金 ガラパゴス化
バッテリー寿命 インタラクション
アプリケーション データの互換性


