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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

2022
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の作品の一部です。アートやデザイン界をはじめ、さまざまな分野で活躍しています。

古代ギリシャの数学者アルキメデスが、ある画期的な法則を発見したときに

叫んだとされるEUREKA!　Musashino Art Universityの頭文字（MAU）と

この語を組み合わせた「MAUREKA」という名前には、ムサビに触れることで、
多くの「発見」をしてもらいたいという願いを込めています。

学生や卒業生の作品紹介、そして各学科が扱う分野・領域の

有機的な関連を可視化したこのリーフレットを大きく広げ、

美術やデザインがつくり上げる世界の大きさを体感してください！

ユリイカ！

マウリカ

ダイヤグラム

ミクストメディア

塑造

FRP

八木 麻子（大学院修士課程工芸工業デザインコース）
『blues』／ガラスオブジェ

photo：Kazumasa Harada

西村 ひろあき（工芸工業デザイン学科）
JR東日本ウォータービジネス『acure pass対応イノベーション自販機』
プロダクトコンセプト・プロダクトデザイン

前園 哲平（工芸工業デザイン学科）
ヤマハ発動機『MOTOROiD』
概念検証実験EVモデル（自動二輪車）のデザイン

小杉 幸一（視覚伝達デザイン学科）／PARCO『パルコアラ』
公式キャラクターのアートディレクション

志村 知晴（映像学科）／NHK Eテレ『「デザインあ」 クラッチ「軌跡のあ」』
監督・振付／写真提供：NHK

ヨフ（大原 崇嘉+柳川 智之：視覚伝達デザイン学科 古澤 龍）／『2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]』2019年／LED Lamp, LED Strip, Wood, Computer

寺本 愛（空間演出デザイン学科）／『島々をなぞる〈腕をつかむ〉』2019年
パネルに紙、鉛筆、ペン、墨

熊澤 未来子（大学院修士課程日本画コース）／『鬼の子の木』2015年（展示風景）／パネル、ジェッソ、鉛筆／©KUMAZAWA Mikiko, Courtesy Mizuma Art Gallery

中尾 直貴（大学院修士課程油絵コース）
『body 7.1』2020年／鉛筆、油彩、テンペラ、白亜地、パネル

保存・修復

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

magma（杉山 純+宮澤 謙一：空間演出デザイン学科）
『HARDCORE GAME ROOM at BnA_WALL』
アートホテル客室の空間デザイン、制作、作品の提供
photo：Kenya Chiba

緒賀 岳志（油絵学科）／『GRAVITY DAZE シリーズ公式アートブック』（KADOKAWA）／カバーイラスト 

上坂 直（大学院修士課程建築コース）／『個人的聖域群：川口』2019年
新鋭作家展 第8回優秀者 上坂直、蓮沼昌宏「あ、これ、ウチのことです。」でのインスタレーション
photo：末正 真礼生　画像提供：川口市立アートギャラリー・アトリア 

高石 晃（大学院修士課程油絵コース）／『Bend』2018年／ランドアート（地面に穴）
協力：BENIZAKURA PARK ART Annual2018、ソリトン・コム／©Akira Takaishi 

平田 尚也（彫刻学科）／『Repetition game』2017年／HD video／©naoya HIRATA, Courtesy of Satoko Oe Contemporary

桂 典子（大学院修士課程油絵コース）／『はこ』2019年／キャンバス、綿布、アクリル 

門倉 太久斗（22世紀ジェダイ）
アニメ『プリキュア』を
モチーフとしたアクセサリー 

OYY（山田 陽平：大学院修士課程建築コース）
＋davo.（礒崎 裕生：建築学科）／オフィスの設計／photo: OYY 

飯田 秀明（工芸工業デザイン学科）
トヨタ自動車『Lexus LF-30 Electrified』
エクステリアデザイン

minna（角田 真祐子：空間演出デザイン学科
長谷川 哲士：工芸工業デザイン学科）
『食事とのみたいヨーグルト』（湯田牛乳公社）
アートディレクション・パッケージデザイン

大曲 都市（視覚伝達デザイン学科）
『アーケードゲーム・タイポグラフィ』（グラフィック社）／著作

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

長添 雅嗣（デザイン情報学科）／TVアニメ『「呪術廻戦」エンディングムービー』
絵コンテ・演出／©芥見下 ／々集英社・呪術廻戦製作委員会

佐塚 真啓（油絵学科）
『風の穴を解く』2018年
ペン画村上 早（大学院博士後期課程作品制作研究領域）／『きろく』2019年／銅版画／photo: 齋梧 伸一郎

©Saki Murakami,Courtesy of Gallery Kobayashi

泉 桐子（大学院修士課程日本画コース）
『WE CAN’T GO HOME AGAIN』
和紙、墨、顔料、膠／©tokoizumi

二藤 建人（彫刻学科）
『私の愛は私の重さである。─森の家族─

Our weight is a love from the earth』 2015年
Courtesy of the artist and LEESAYA

國時 誠（SUTOA／空間演出デザイン学科）
『BORDER SERIES』
（上：コドモTシャツ、下：コドモワンピース）
ファッションデザイン

多田 明日香（基礎デザイン学科）
『La scarf［angle］』 ／ブランディング・スカーフのデザイン

百瀬 文（大学院修士課程油絵コース）／『Social Dance』2019年
シングルチャンネルビデオ／大阪中之島美術館蔵

山本 麻璃絵
（大学院修士課程彫刻コース）
『滝に打たれる木彫りの熊』

2017年／樟、アクリル絵の具

永井 天陽（大学院修士課程彫刻コース）
『metaraction #10』2015年
テディベア、アクリル材
©Solaya Nagai

末永 幸歩（芸術文化学科）
『13歳からのアート思考』（ダイヤモンド社）／著作

Archipelago Architects Studio（畠山 鉄生：大学院修士課程建築コース 吉野 太基：建築学科）／『河童の家』／住宅設計

沢山 遼
（大学院修士課程
芸術文化政策コース）
『絵画の力学』（書肆侃侃房）／著作

片岡 純也（デザイン情報学科）／『めくりあう本』2018年／インスタレーション

カラーコーディネート

荒井 美波（大学院修士課程視覚伝達デザインコース）
『行為の軌跡』より太宰治『人間失格』

キャンバス、針金、ヌメ革

美和 小織（工芸工業デザイン学科）／『Spiral Market Winter Season』2021年
インテリアスペースデザイン／photo: Kazumasa Harada

小林 ともえ（空間演出デザイン学科）／『Boliloc』（フィリップ・ジャンティ・カンパニー）
衣裳・小道具製作／photo：Pascal FRANÇOIS

エディトリアルデザイン

加藤 賢策（大学院修士課程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

佐々木 愛実（基礎デザイン学科）
『STAY HOME あさごはん』
トーストをキャンバスに見立てた習慣

高橋 奈己（短大専攻科陶磁コース）
『白磁茶碗・白磁水指・白磁茶器』2018年／磁土、鋳込み

中田 一会（きてん企画室／芸術文化学科）
『つくりかけラボ02 志村信裕│影を投げる
「つくりかけジャーナル」』（千葉市美術館）
アーティストプロジェクト会期中に発行したリーフレットの編集
企画：畑井 恵（千葉市美術館） 
デザイン：加藤 賢策（LABORATORIES） 撮影：丸尾 隆一

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

三澤 遥（工芸工業デザイン学科）／『waterscape』／photo：林 雅之

岩渕 真理（視覚伝達デザイン学科）
『ヤママユ』（『かがくのとも』2020年9月号、福音館書店）／絵本制作

プログラミング

井口 皓太（基礎デザイン学科）／『CIock GU』
ファーストリテイリング社の有明本社エントランスに設置されたモーション時計のクリエイティブディレクション・モーションデザイン

鋳造

鈴木 沙季（デザイン情報学科）／JRA『EQUESTRIAN』
webサイトのアートディレクション・デザイン

田中 せり（視覚伝達デザイン学科）
F.C.L.S.『羊文学 Official Website』
webサイトのアートディレクション
photo：羊文学関係者のみなさま

広告

舞台衣装

アートセラピー（芸術療法）

シルクスクリーン

アースワーク

油絵

TVコマーシャル

キュレーション

パブリックアート

照明計画
アートディレクション

tupera tupera（亀山 達矢：油絵学科 中川 敦子）
『かおノート』（コクヨ）／ワークブック

アートマネージメント

「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

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

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

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

CAD/CAM

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

販売促進

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。

商品企画

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

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

タイプフェイス

CI（コーポレートアイデンティティ）

ブランディングデザイン

陶磁

木彫

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

家具デザイン

テラコッタ

石彫

マーク／ロゴタイプ

北岡 誠吾（視覚伝達デザイン学科）
『脱構築の力』（月曜社）／ブックデザイン

中川 岳二（工芸工業デザイン学科）
『アインとニーチェ 6号』／寄木立体作品

佐々井 歩（建築学科）／乃村工藝社新オフィス『RESET SPACE_2』
100%フェアウッドを利用したエントランスの空間デザイン・設計

編集

リノベーション

抽象絵画

具象絵画

アートアニメーション

パッケージデザイン

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

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

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

メディアプランニング

装丁

タイポグラフィ

クリエイティブディレクション

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

サスティナブルデザイン

色彩計画

木工

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

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

ワークショップ

都市デザイン

環境計画

コミュニティデザイン

コピーライティング

公共デザイン

美術・デザイン批評

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

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

ファッションショー

デジタルファブリケーション

ファッションデザイン

日本画

石版画（リトグラフ）

木版画

銅版画

安藤 北斗（空間演出デザイン学科）
『Drought』／家具デザイン

photo: 林 雅之

webデザイン

ガラス

サイン

イラストレーション

映画

ランドスケープ（造景）

絵本




