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ここに掲載されている作品は武蔵野美術大学で学んだ人たち及び、教員の作品の一部です。アートやデザイン界を始め、さまざまな分野で活躍しています。

DESIGN

作品のクレジット表記は以下の順で掲載しています_氏名（卒業・修了あるいは中退した学科、コース名など）／『作品タイトル』／作品説明／そのほか補足

2021
JAPANESE PAINTING

PAINTING

PRINTMAKING

SCULPTURE

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

INDUSTRIAL, INTERIOR AND  
CRAF T DESIGN

SCENOGRAPHY, DISPLAY AND 
FASHION DESIGN

ARCHITECTURE

SCIENCE OF DESIGN

ARTS POLICY AND 
MANAGEMENT

DESIGN INFORMATICS

CREATIVE INNOVATION

IMAGING ARTS AND SCIENCES

CORRESPONDENCE COURSE

GRADUATE SCHOOL OF ART 
AND DESIGN

GRADUATE SCHOOL OF 
CREATIVE THINKING FOR 
SOCIAL INNOVATION

ここに掲載されている作品は武蔵野美術大学で学んだ人たち及び、教員の作品の一部です。アートやデザイン界を始め、さまざまな分野で活躍しています。

塑造

FRP

鋳造

KEN OKUYAMA DESIGN（視覚伝達デザイン学科）
JR東日本『TRAIN SUITE 四季島』
デザインプロデュース・車両デザイン

名久井 直子（視覚伝達デザイン学科）
『ヒグチユウコ画集 CIRCUS 限定特装版』
（グラフィック社）／ブックデザイン

佐藤 健寿（映像学科）
『奇界遺産』『奇界遺産2』（エクスナレッジ）／写真集

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

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

小泉 誠（本学教授）／『ORI』／スツールのデザイン

清水 恒平（本学准教授）／『ロボット動物園』
木製ロボットを使った小学生向けプログラミング教育の教材開発

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』

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.

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（彫刻学科）／『REM（Rapid Eye Movement）』2016年
©Yasuyuki Nishio, Courtesy of YAMAMOTO GENDAI 

小西 泰孝（本学教授）／『弦と弧』

津村 耕佑（本学教授）
『FINAL HOME』
ファッションデザイン
1992年

広告

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

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　　

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

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

柏原 由佳（日本画学科）
『再後の山 Ⅰ』2015年
キャンバスにテンペラ、油彩
©Yuka Kashihara
Courtesy of Tomio Koyama Gallery /
Koyama Art Projects
photo by Hayahisa Tomiyasu

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

臼井 大貴（工芸工業デザイン学科）
NIKE, inc.
『NIKE SB DUNK LOW PRO x Supreme (2019)』
プロダクトデザイン

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

加藤 泉（油絵学科）／『無題』／キャンバスに油彩／photo：岡野 圭
Courtesy of the artist and Perrotin, ©2019 Izumi Kato

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

菅野 創（デザイン情報学科）／『Lasermice Dyad』
ホタルなど群生する生物に見られる「同期現象」に着想を得た、
120台の群ロボットのインスタレーション

内田 あぐり（本学名誉教授）／『河』　

池澤 樹（デザイン情報学科）／トヨタ自動車『GR』／アートディレクション

齊藤 智法（基礎デザイン学科）／『ストラディヴァリウス300年目のキセキ展』
展覧会のクリエイティブディレクション・アートディレクション／森アーツセンターギャラリー 

田中 義久（空間演出デザイン学科）
『東京都写真美術館』
サイン計画
photo：山中 慎太郎

倉持 佳代子（芸術文化学科）／『竹宮惠子 カレイドスコープ 50th Anniversary』
展覧会企画／京都国際マンガミュージアム／©竹宮惠子

広瀬 奈々子（映像学科）／『夜明け』／監督作品／2019年
©2019「夜明け」製作委員会

tupera tupera（亀山 達矢：本学客員教授）
『かおノート』（コクヨ）／ワークブック

長嶋 りかこ（視覚伝達デザイン学科）
『SCRAP_CMYK BY RIKAKO NAGASHIMA FOR KINNASAND LAB』
カーテンコレクションのアートディレクション・テキスタイルデザイン
©kinnasand

種田 陽平（本学客員教授）／映画『思い出のマーニー』（監督：米林宏昌）／美術監督／思い出のマーニー© 2014 Studio Ghibli・NDHDMTK

田部井 美奈（短大デザイン科）／『#009 WALKMAN IN THE PARK』
展覧会のアートディレクション・デザイン／©Ginza Sony Park

石井 原（ネアンデルタール）（視覚伝達デザイン学科）
『Spiral Paper』（スパイラル）／広報紙のクリエイティブディレクション

森本 千絵（本学客員教授）／『niko and … autumn 2019 true true true』／
アパレルブランドのブランディング

長島 有里枝（視覚伝達デザイン学科）
『「僕ら」の「女の子写真」から 
わたしたちのガーリーフォトへ』（大福書林）／著作

ガラス

カラーコーディネート

イイノナホ（iinonaho glass garden）（彫刻学科）
『verysweet』／ガラスのシャンデリア／©OoL

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

和田 智（基礎デザイン学科）
『Audi Q7』／カーデザイン／photo: Audi AG

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

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）
『アーティゾン美術館』空間デザイン／photo: SATOSHI ASAKAWA

エディトリアルデザイン

加藤賢策（大学院視覚伝達デザインコース）
＋西まどか（芸術文化学科）
『アイデア』（誠文堂新光社）
デザイン誌の企画・編集・デザイン

小松 誠（本学名誉教授）
『スーパーバッグ』 ／ 磁器の紙袋

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 2012 S/S “an eco bag with everything”』／ファッションデザイン

photo: Igarashi Hiroaki  shoes: Hender Scheme
models: Kirika Hatakeyama+Shuju Minami

青木 野枝（大学院彫刻コース）
『霧と山』
鉄、ガラス、波板
2019年
photo：山本 糾
©Noe Aoki Courtesy of ANOMALY 

南 志保（建築学科）／
財団、江本純子『売るものがある性』（作・演出：江本純子）
舞台美術・映像／2015年

今井 俊介（大学院油絵コース）／『untitled』2017年／キャンバスにアクリル
Courtesy of the artist and HAGIWARA PROJECTS／東京都現代美術館蔵

栗林 隆（本学客員教授）
『伊吹の樹』2019年／鉄、檜、鏡
瀬戸内国際芸術祭2019での
インスタレーション（恒久展示）

梅沢 和木（映像学科）／『ラヴォス』2009年／アルミ合板パネルに画像を出力、アクリル、鉛筆、色鉛筆、ペン、ラメ、クレヨンなど
2009トーキョーワンダーウォール賞受賞

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

「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
ミュゼオロジー

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

電子技術を利用した芸術表現。

MEDIA ART
メディアアート

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

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

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

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

衣川 明子（大学院油絵コース）／『よろこび』2019年
キャンバスに油彩

出久根 育（油絵学科）／『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

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

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

INFORMATION
情　報

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。

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

絵本

いしかわ こうじ（視覚伝達デザイン学科）
『たまごのえほん』（童心社）／絵本制作

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
プロダクト

木、金属、ガラス、陶磁、織物などの素材から
さまざまな表情を導き出すデザイン。

CRAFT
工　芸

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

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。

SCENOGRAPHY
セノグラフィ

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

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

金属や木、紙、石など、考えられる
さまざまな素材で立体物をつくること。

SCULPTURE
彫　刻

平林 奈緒美（空間演出デザイン学科）
『DRIED FRIET』
（フレンチフライ専門店「AND THE FRIET」のスナック）
アートディレクション・パッケージデザイン

石彫

テラコッタ

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

柳澤 知明（デザイン情報学科）
＋浅井 裕太（空間演出デザイン学科）
『Breathing with BIT（2017）』／CeBIT 2017のオープニング
セレモニーで行われた日本によるショーアクトのための
有機ELパネルを使用した衣装／Interaction Design &
Hardware Engineering+Circuit Design & Device Development

もとやす けいじ（デザイン情報学科）／『つばめこうくう』（佼成出版社）
絵本の原作と作画／2016年

原 研哉（本学教授）
『白』『白百』（中央公論新社）／著作

タイプフェイス

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

ユニバーサルデザイン

3Dモデリング

マーケティング

デザインマネジメント

販売促進

商品企画

WEBデザイン

プログラミング

キャラクターデザイン

ゲームデザイン

デジタルアーカイブ

アプリケーション開発

デザイン戦略

インタラクションデザイン

マンガ

ソフトウェア開発

CI（コーポレートアイデンティティ）

イラストレーション

ダイヤグラム

マーク／ロゴタイプ

メディアプランニング

装丁

タイポグラフィ

サイン

クリエイティブディレクション
アートディレクション

グラフィックデザイン

装身具デザイン

ディスプレイデザイン

金属

アクセサリー

住宅設計
インテリアデザイン

建築設計

ストリートファニチュア

インテリアコーディネート

家具デザイン

サスティナブルデザイン

ブランディングデザイン

色彩計画

木工

舞台衣装

パターンメイキング

構造デザイン

プロジェクト

環境造形

商業空間設計

ランドスケープ（造景）

テキスタイル

ガーデニング（造園）

イベントデザイン

パフォーマンス

陶磁

ワークショップ

都市デザイン

環境計画

CAD/CAM

コミュニティデザイン

コピーライティング

照明計画

公共デザイン
リノベーション

編集

美術・デザイン批評

パッケージデザイン

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

フォトジャーナリズム

コマーシャルフォト

インタラクティブアート

商業アニメーション

ドラマ

アースワーク

映画アートマネージメント

パブリックプログラム

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

TVコマーシャル

ファッションショー

アートセラピー（芸術療法）

ミクストメディア

デジタルファブリケーション

ファッションデザイン

キュレーション

木彫

日本画

アートアニメーション

シルクスクリーン

油絵

抽象絵画

保存・修復

石版画（リトグラフ）

具象絵画

パブリックアート

木版画

銅版画




