
授業科⽬名 デザインプロデュース基礎Ⅱ

授業担当者名 井垣 理史、⾕⼝ 友帆、⼭⽥ 厚志

単位数 4 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 複数、オムニバス
（主担当︓井垣理史） 

備考 DP領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

この授業では実在する公共空間を管理する団体をパートナーとして、調査⽅法やアイデア
抽出、プレゼンテーションなどの能⼒を段階的に⾝につける。現場に⾃ら⾜を運んで調査
分析を⾏ない、積極的に共感を⽣むベースをつくる。問題点の抽出から解決策まで、統合
的かつ前向きに思考する姿勢を養い、⾃分たちで実践可能な企画を個⼈またはチームで提
案する。
[思考⼒・判断⼒・創造⼒◎／協同⼒○]
＜222-3DPM1-02＞ 

授業の概要

商品や試⽤する道具、企画など、主に「コト」を派⽣させるシステムを考案して問題解決
に当たる。実存する⼈・団体を対象とするため、現場調査を基本姿勢とする。調査分析・
問題発⾒の後に、ディスカッションを通して着⽬すべきポイントを絞り、解決策を考案す
る。またプロトタイプ（試作）制作を⾏い、視覚化されたプレゼンテーションを⾏う。パ
ートナーからのフィードバックを含め実現性の⾼い企画を成⽴させる。 

学⽣に対する評価の⽅法

具体的な企画⽴案のプロセスにおいて、市場や現場の調査分析書、企画書、スケッチな
ど、随時レポートを提出する。
課題への取組み姿勢、チーム運営の状況（60%）
提出物の質や深度（40%）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

4コマ中2コマ︓井垣・⼭⽥（学内）・2コマ︓⾕⼝（学外または学内）
第01回 オリエンテーション︓課題説明
第02回 調査〜事前調査、訪問準備
第03回 調査〜現地調査（共感する）
第04回 分析〜着⽬点の整理（問題の定義）
第05回 ⽴案〜パートナー団体とのディスカッション（創造的解決）
第06回 ⽴案まとめ、プレゼン準備（創造的解決）
第07回 学内プレゼンとディスカッション（創造的解決と試作）
第08回 修正とプレゼン準備
第09回 パートナー団体への中間プレゼ（フィードバック）
第10回 修正〜フィードバックを受けての試作①
第11回 修正〜フィードバックを受けての試作②
第12回 修正〜フィードバックを受けての試作③
第13回 プレゼンテーション準備
第14回 パートナー団体への最終プレゼンテーション／企画の実践
※企画実践⽇が週末になる場合は、学外研修として実施する。
第15回 講評、質疑応答のディスカッション（フィードバック）
学⽣受講結果アンケートの実施

使⽤教科書
教科書︓UXデザインの教科書（安藤昌也著／丸善出版） 
なお、授業進⾏に応じて、必要の都度に相関資料や⽂献・プリントなどを随時提⽰、配付
する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

データの整理と共有を徹底すること。計画を徹底的に⾏い実⾏すること。授業時間外にパ
ートナーを訪問する場合は、必ず事前にアポイントをとること。課題制作のフィードバッ
クを得るため、「Design Review展」にて展⽰・発表を⾏う。

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅠ

授業担当者名 平光 無⾨

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考 SD領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

スペース・プロダクトデザインにおける⾼い専⾨知識と理解⼒の修得を到達⽬標とする。
[SD]はスペースデザインのクラスであり、ⅠAではインテリアデザインの知識・スキルを
修得する。市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、スペースデザインの状況と⽬的
を知る。空間の認識などを⼤切にしながら、図⾯・模型・パースといった計画表現の技法
を⾝につける。プレゼンテーションの技法と表現⽅法を⾝につける。
[知識・技能・表現◎／思考⼒・判断⼒・創造⼒○]
＜222-1SPD3-01＞

授業の概要

上の⽬標に基づき、インテリアの知識に関する講義を混じえながら、インテリアデザイン
の演習課題に対する計画案の制作を、個別チェックを繰り返しながら進め、中間と最終に
はプレゼンテーションをおこなう。デザインのトレンドやインテリア業界のセミナーを受
ける機会を持つ。 

学⽣に対する評価の⽅法

①受講態度(20%)
②レポート(20%)
③授業内容の理解度をチェックする提出課題(60%)
以上 3 点から総合的に判断する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

○住空間デザイン演習「９坪住宅」
第01回 演習１ ガイダンス
第02回 演習2 コンパクト住宅や市販９坪住宅などの調査
第03回 演習３ 構想
第04回 演習４ 構想
第05回 演習５ 構想
第06回 演習６ プランニング
第07回 演習７ プランニング
第08回 演習８ プランニング
第09回 演習９ プランニング
第10回 演習10 プランニング
第11回 演習11 プランニング
第12回 演習12 模型制作
第13回 演習13 模型制作
第14回 演習14 模型制作、14回⽬または15回⽬に授業全体の
振り返り・学⽣受講結果アンケート実施
第15回 演習15 プレゼンテーションと講評

使⽤教科書 「世界で⼀番美しい建築デザインの教科書」
適宜必要に応じて PDFファイルまたはプリント配布 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

⽇常的に環境や空間デザインの情報に関⼼を持ち、トレンドにも関⼼を持って欲しい。
シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われる話題について予習する（週45
分）
授業時に扱われるインテリアの専⾨⽤語、および授業や課題制作時に⽣じた疑問点等につ
いて調べ、 レポートにまとめる。（週45分）
課題成果およびポートフォリオをコンタクト展に出品し社会から評価を受けることを推奨
する。 

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅠ

授業担当者名 川原 啓嗣

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考 PD領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

テーマ︓新型コロナウィルス感染防⽌機器の開発（①②③のいずれかを選択）
①携帯⽤または設置型紫外線除菌ライト
② UV/光触媒空気清浄機
③銅の滅菌性を応⽤した機器
製品の形態や外観デザインだけでなく、機能性や内部構造についての理解を深め、ユーザ
ビリティ検討や⽣産性、市場性を踏まえた総合的なデザイン開発能⼒を養うことができる
ようになることを到達⽬標とする。
[知識・技能・表現◎／思考⼒・判断⼒・創造⼒○]
＜222-1SPD3-01＞

授業の概要

プロダクトを構成する部品や作動原理などを理解し、コンセプト構築、アイデア展開を⾏
う。その後、ワーキング・プロトタイプ（実際に動く模型）などの試作を通して、基本デ
ザインを検討・修正し、詳細デザイン開発を経て、最終デザイン（プロトタイプ）の製作
を⾏う。同時に、デザイン案をまとめ、⽇本弁理⼠会が⾏うパテントデザインコンペティ
ションに参加する。
なお、本授業は新型コロナウィルス感染防⽌のため基本的に遠隔授業と対⾯授業のハイブ
リッドとして⾏う。モデル製作やユーザビリティ評価など、⼤学の設備を利⽤して⾏わな
ければならない作業は、状況に応じスケジュール変更など柔軟に対応する。

学⽣に対する評価の⽅法

1 課題への取り組み姿勢(30%)
2 提出物の内容（企画アイデア、図⾯、プロトタイプ、プレゼンテーションなど）(70％)
以上の2点より授業の理解度を判定し、総合的に評価を⾏う。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 課題概要説明／市場調査（機能、構造、⽤途の理解）
第02回 マーケティング／コンセプト構築、スケジュール作成
（STP分析、ユーザーの把握、仮説構築）
第03回 アイデア展開／基本デザイン開発（スケッチ、三⾯図製作）
第04回 プロトタイピング（スタディモデル、3Dモデル製作）
第05回 中間プレゼンテーション1（基本デザインとモデルの評価）
第06回 ワーキング・プロトタイプ製作1（CADによる部品製作）
第07回 ワーキング・プロトタイプ製作2（電気部品の実装）
第08回 ワーキング・プロトタイプ製作3（通電試験・組み⽴て）
第09回 ユーザビリティ評価
第10回 中間プレゼンテーション2（ユーザー評価の分析・考察）
第11回 詳細デザイン開発（プロトタイプの改善、リ・デザイン）
第12回 プロトタイプ（試作品）仕上げ、塗装、組み⽴て
第13回 産業所有権とパテントデザインコンペティションの説明
（⽇本弁理⼠会と連携）
第14回 プレゼンテーション準備（プロトタイプ撮影、パネル制作）
第15回 最終プレゼンテーション・合評、授業全体の振り返り／学
⽣受講結果アンケートの実施

使⽤教科書

参考書︓「めくって学べるきかいのしくみ図鑑」「めくって学べるもののしくみ図鑑」
（監修︓⼩峯⿓男、出版︓学研マーケティング） 
必要に応じて資料・プリントなどを提⽰、配付する。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

製品の形態や外観デザインだけでなく、機能や内部構造についての理解を深め、⼈間⼯学
的な使い勝⼿や⽣産性、市場性を踏まえた総合的なデザイン開発能⼒を⾝につけるように
努めてほしい。
アイデアスケッチ、三⾯図、レンダリング、プロトタイプ写真などは、その都度まとめ
て、ポートフォリオに掲載するようにしておくこと。（予習・復習時間週120分）

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



3Dプリンターを駆使したラピッド・プロトタイピング（⾼速試作）の⼿法に慣れ、効果的
なプレゼンテーションを⾏うことができるようになることが求められている。製作物は是
⾮、秋の「コンタクト展」に展⽰し、社会からの評価を受けることを推奨する。

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅡA

授業担当者名 ⼤島 誠、川原 啓嗣

単位数 2 開講期（年次学期） ３年次後期 

教員担当形態 複数（主担当︓⼤島誠） 備考

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

スペース・プロダクトデザインの専⾨的なスキルと共に、第１にユーザーやクライアント
の意⾒を正しく聞き、問題点あるいは解決策を考える思考判断⼒を⾝につける。第２にバ
イオミミクリーによる社会問題の解決、環境負荷低減に取り組む創造⼒を有する事を到達
⽬標とする。更に各⾃ポートフォリオの作成、展⽰の計画、モデル制作、展⽰を実施する
能⼒を養う。
[知識・技法・表現◎ 思考⼒・判断⼒・創造⼒◯]
＜222-1SPD3-02＞

授業の概要

バイオミミクリーの基本的考え⽅を⾝につけ、企業や社会と関わりを持ち、グループまた
は各個⼈でユーザーや、クライアントの期待を⼗分にヒアリングする。ユーザー調査のの
ち相応しいと思われる解決⽅法を基に企画を⽴てアイデアを展開する。幾つかのソリュー
ションの中から再度クライアントと共に最も相応しいと思われる案を選択、ブラッシュア
ップした後に図⾯化、モデリングを実施する。最終講評会ではプレゼンテーションパネ
ル、モデル、キャプションを⽤意する。

学⽣に対する評価の⽅法
授業への参加意識と、取り組み姿勢(25％)
グループ活動におけるリーダーシップや協調性(25％)
提出作品の内容（企画アイデア、図⾯、モデル、プレゼンテーション）（５０％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 授業ガイダンス バイオミミクリーの概念説明
第02回 ユーザーまたはクライアントからの説明会およびフィールドサーベイの計画
第03回 フィールドサーベイの実施。
第04回 結果のまとめと解決策の策定。アイデア展開1
第05回 全体検討および修正アイデア展開2
第06回 ユーザーまたはクライアントとの対話によるアイデア⽅向性選択
第07回 アイデアのスパイラルアップと決定
第08回 アイデアの図⾯化
第09回 モデリング1（段取り、⼯法・材料選定、材料取り）
第10回 モデリング2（加⼯、組み⽴て）
第11回 モデリング3（修正、仕上げ）
第12回 モデリング4（塗装、完成）
第13回 モデリング5（静⽌画、動画撮影）
第14回 プレゼンテーションパネル作成
第15回 最終プレゼンテーションとポートフォリオの完成、学⽣受講結果アンケート実施 

使⽤教科書 授業の実施毎に参考⽂献の紹介、資料の配布を⾏う。配布された資料
はファイリングし授業の際に持参する事。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

対話型デザインによるユーザーニーズの明確化、クライアントへのヒアリングによる解決
策やデザイン⽅向の明確化を⾏い、アイデアを進める。アイデアスケッチ、レンダリング
は完成後に纏め、都度ポートフォリオに掲載する（復習時間週60分）モデリングの⼿法で
はデジタルファブリケーションを活⽤し素早く作成でき、効果的に意思伝達を⾏なえるこ
とが求められる。企業や地域社会との繋がりをテーマとしている為、コンペティションや
インターンへの応募、「なごやVISION展」への出品を通して社会からの評価を受けるこ
とを推奨する。

実務経験のある教員担当科⽬ 

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅡA

授業担当者名 平光 無⾨

単位数 2 開講期（年次学期） ３年次後期 

教員担当形態 単独 備考

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、スペースデザインの役割と⽬的を知る。デ
ザインと設計におけるコンセプトの建て⽅、的確なデザイン提案を考えながら作品を制作
する。「個別研究テーマの確⽴」「地域連携活動」「店舗計画」を授業のテーマとする。
到達⽬標は、個別研究テーマの確⽴では⾃⾝の意欲と役割を持つ。地域連携活動（熊野市
との活動）に参加し社会とのつながりを体験する。店舗計画を通して計画⽅法・表現技法
を修得する。
[知識・技能・表現◎／思考⼒・判断⼒・創造⼒○]
＜222-1SPD3-02＞ 

授業の概要

上の⽬標に基づき、「個別研究テーマの確⽴」では個別研究テーマの確⽴をめざしグルー
プ⾯談をくりかえしおこなう。「地域連携活動（熊野市との活動）」は地域の要望に対し
てデザイン提案をする。「商業施設のデザイン」では、名古屋の産業・地域を選び、商業
施設をデザインする。エスキースは毎回個別で⾏う。プロジェクトファイルを作成し、必
ず想定する企業やブランドの資料、計画中の平⾯、断⾯図およびスタディ模型を持ってく
ること。検討したスケッチ（⼿書でよい）などは、プロポーションの正しい、スケールに
のったものとする。  

学⽣に対する評価の⽅法
①授業の参画態度（20％）
②提出レポートおよび制作作品の内容と表現⽅法（80％）
以上２点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

「個⼈研究テーマの⾯談」「地域連携活動」
「商業施設のデザイン｜名古屋らしさを売る」
第01回 個別研究テーマの⾯談1
第02回 個別研究テーマの⾯談2
第03回 課題説明／ガイダンス（事例紹介）
第04回 企業研究・計画概要の発表（店舗企画概要／イメージ）
第05回 エスキース1
第06回 エスキース2
第07回 中間発表（店舗企画概要／イメージシート／プラン／スタディ模型）
第08回 個別研究テーマの⾯談3
第09回 個別研究テーマの⾯談4
第10回 エスキース3
第11回 エスキース4
第12回 エスキース5
第13回 講評会
第14回 個別研究テーマの⾯談5、14回⽬または15回⽬に授業全体の振り返り・学⽣受講
結果アンケート実施 
第15回 個別研究テーマの発表
※地域連携活動はグループディスカッションによる。
※ 08回中間発表、13回講評会では学⽣のプレゼンテーションに対して講評する。

使⽤教科書 書籍・参考資料など適宜配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

個別研究テーマについて⾃分で調べ、レポートにまとめる。（週45分）
地域社会をテーマとしたデザイン的解決を「なごやVISION展」に出品し社会からの評価
を受けることを推奨する。 

SD領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅢA

授業担当者名 平光 無⾨、金　昌郁

単位数 2 開講期（年次学期） 4年次前期 

教員担当形態 クラス分け、オムニバス 備考 SD領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

専⾨的な技術とともに、企画⼒、表現⼒と展開⼒、コミュニケーション能⼒を⾝につけ、
社会で活動できる能⼒を有することを到達⽬標とする。
①地域連携活動を通してデザイン計画案作成、社会性を⾝につける。
②卒業制作のテーマを決めるために、調査・企画レポートの作成を通
して関連知識を深める。また、後期の卒業制作の進⾏計画、制作準
備としてエスキース模型を制作し企画⼒・表現⼒を⾝につける。
[知識・技能・表現○／思考⼒・判断⼒・創造⼒○／協同⼒○]

授業の概要
上の⽬標に基づき、①地域連携としてデザイン案を作成する。②テーマ研究を進め、デザ
インコンセプトの的確さやアイデア提案との整合性など、教員の⼗分な個別指導のもとに
進める。

学⽣に対する評価の⽅法
①授業の参画態度（30％）
②制作作品の内容と表現⽅法（70％）
以上2 点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

卒業制作フィールドワーク／テーマに関するヒアリング
○デザイン提案
第01回  ガイダンス
第02回 コンセプトメイキング／ヒアリング
第03回 アイデアスケッチ／ヒアリング
第04回  実施計画／ヒアリング
第05回  表現／ヒアリング
第06回  表現／ヒアリング
※教員とのヒアリングを繰り返しながら、進める。

○卒業制作フィールドワーク
第07回  関係資料と情報の収集
第08回  資料に基づきコンセプトを作成。評価と進め⽅の指導。スケジュールを作る。
第09回 コンセプトにそってテーマの研究、分析、考察
第10回  調査レポート作成（資料収集・現地調査）
第11回  調査レポート作成
第12回 レポート発表・レポート提出
第13回  エスキース模型制作１
第14回 エスキース模型制作２
第15回 エスキース模型プレゼンテーション・学⽣受講結果アンケート実施
※12回、15回の発表・プレゼンテーションに対して、フィードバックをする。

使⽤教科書 書籍・参考資料など適宜配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間） プレゼンテーションの⽅法について専⾨家や他⼤学の作品を⾒るように。 

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 スペース・プロダクトデザインⅢA

授業担当者名 ⻩ ロビン、⼤島 誠

単位数 2 開講期（年次学期） 4年次前期 

教員担当形態 複数（主担当︓⻩ロビン） 備考 PD領域、実務経験のある教員担
当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼤学における4年間の勉学の集⼤成として、プロダクトデザイン領域およびインダストリ
アルデザイン全般からテーマを設定し、卒業研究（論⽂）としてまとめる。これは後期に
開講される卒業制作と連動するものであり、この卒業研究の検証として卒業制作を⾏なう
こととなる。従って、両⽅のテーマには関連性・⼀貫性がなくてはならず、まったく異な
るテーマでの卒業制作は認められないので注意してほしい。
この授業では、専⾨的な知識や技術とともに、企画⼒、表現および展開⼒、コミュニケー
ション能⼒を⾝につけ、デザイナーとして社会で活動できる能⼒を有することを到達⽬標
とする。
[知識・技能・表現○／思考⼒・判断⼒・創造⼒○／協同⼒○]
＜222-1SPD3-03＞

授業の概要

これまでに学習した知識と経験をベースに、社会の様々な領域からテーマを発⾒・選択
し、⾃らの仮設に基づいた調査と分析、あるいは実験の検証と考察を重ね、⾃主的に研究
を進める。
指導教員はそれぞれの研究過程において個別に指導と助⾔を⾏なう。併せて、研究論⽂執
筆の⼿順やまとめかたのポイントを指導する。

学⽣に対する評価の⽅法

論⽂の内容（社会性・時代性・視点・研究の深耕度など）40% 
表現⼒（オリジナリティ・クリエイティビティ・クオリティ）40% 
研究姿勢（努⼒度・取り組み態度）20%
の割合で、総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 卒業研究概要／テーマ選択と仮設設定について
第02回 卒業研究テーマの決定／調査⼿法・実験⽅法について
第03回 卒業研究進⾏スケジュールの作成／調査・実験開始
第04回 調査・実験（外部機関との連携による調査・実験の実施）
第05回 中間プレゼンテーション1（調査・実験の結果発表）
第06回 調査分析・実験検証および考察
第07回 提案モデルの検討／アイデア展開
第08回 基本デザイン開発／三⾯図検討
第09回 スタディモデル検討
第10回 中間プレゼンテーション2（三⾯図・スタディモデル発表）
第11回 研究論⽂執筆1／チェック＆アドバイス
第12回 研究論⽂執筆2／チェック＆アドバイス
第13回 論⽂の完成（図表・参考⽂献・謝辞等のチェック）
第14回 発表資料（スライド・パネル）の作成
第15回 レビュー・合評会（⼝頭発表）・最終評価（採点・単位認定／学⽣受講結果アン
ケートの実施

使⽤教科書
特に定めない。
必要に応じて書籍の紹介や、簡単な資料を準備する。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

卒業研究に関連する資料収集やフィールドリサーチなどは課外時間や休⽇を利⽤して積極
的に⾏動する。⼈間⼯学やユニバーサルデザイン、また材料や加⼯法に関する知識の補填
などは⾃主的に⾏ない研究を進めること。インターネットの検索だけに頼らず、市場調査
や現場での実態調査など⾃らの体験を通して新鮮な「気づき」を得ることが重要である。
また、後期の卒業制作への導⼊を円滑に⾏なうため、夏期休暇期間中にプロトタイプモデ
ル製作に向けた製作図⾯作成を⾏なうこと。
後期の卒業制作の授業初回に製作図⾯のチェックを⾏なう。

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 広告プランニング

授業担当者名 梶⽥ 渉

単位数 2 開講期（年次学期） 3・4年次後期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

多種多様なデザイナー、アーティスト、クリエーター、メーカーの「秀逸な企画」。「広
告」においても「デザイン」においても、良い｢表現｣は良い「企画」から⽣まれる。それ
ぞれに独⾃の「視点」や「アイデア」が「企画」にあったからこそ、世の中に⼤きな影響
を与えて来た。
現代社会の数々の実例から、そこにある発⾒⼒、発想⼒、企画⼒、提案⼒、創造⼒、表現
⼒、展開⼒、伝達⼒と、実⾏に⾄るプロセスなどを学び、⼈々の⼼を動かし、⽬標を達成
する広告づくりやデザインに必要な「広告プランニング術」の知識と、ノウハウを修得す
ることが到達⽬標となる。
[知識・技能・表現 ◎]
＜222-1GNL3-04＞ 

授業の概要

〇過去の名作TVCM、国内TVCM、海外TVCMを鑑賞しながら、よ
い広告とアイデアについて学ぶ。
〇社会における様々な企業の商品開発や施策のマーケティング戦略か
ら、成功例と失敗例を学ぶ。
〇時代のキーマンやクリエーターの発⾒⼒から企画表現の実⾏に⾄るプロセスを紹介しな
がら ｢プランニング術｣について研究していく。
これら3つの柱の多くの事例を通して、社会におけるクリエーターやデザイナーの役割を
理解し、実践的なプランニング術を養って⾏く。
＊この広告プランニングの授業は、広告デザイナーを⽬指す⼈だけで
なく、VCD、PD、SD、DPの領域を越えて、クリエイティブなモ
ノづくりをしていこうとする、全てのデザイナーやプロデューサー
を志す学⽣に向けた内容である。

学⽣に対する評価の⽅法 受講態度20%＋毎回の授業の感想レポート80% から、総合的に評価する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 梶⽥渉の「広告の役割と広告デザイン論」＋
梶⽥渉の仕事(TVCMとグラフィック広告を中⼼に)
第02回 杉⼭登志TVCMの企画と演出
第03回 宣伝コピーに挑戦
第04回 価値を正しく伝える・ＳＷＯＴ分析からの課題解決
第05回 商品開発と広告
第06回 仕組みのデザイン
第07回 ⽇本のＴＶＣＭ (2011) 
第08回 ⽇本のＴＶＣＭ  (201２〜２０２０)  
第0９回 ⽇本のＴＶＣＭ  効果の出た広告「マーケティングエフェクティブネス部⾨」
第10回 ◆海外ＣＭ 広告の動向 
(カンヌクリエイティブの受賞作品を中⼼に) ＜外部講師予定＞
第１１回 企業のマーケティング企画戦略と広告 「 共感」
第1２回 現代のクリエーター研究①
第1３回 現代のクリエーター研究②
第14回 現代のクリエーター研究③
第15回 視点 ＋ 広告プランニングのまとめ
学⽣受講結果アンケートを実施

＊15回の授業は順番が⼊れ換わる場合があります。
◆＝外部講師

使⽤教科書 教科書は特になし。授業を通して適宜、資料配布を⾏なう。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間） 参考⽂献︓「アイディアのちから」チップ・ハ―ス＋ダン・ハ―ス 著

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



 「独⾃性の発⾒」ジャック・トラスト＋スティーブ・リヴ
キン 著

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 視覚デザイン論

授業担当者名 尹 成濟

単位数 2 開講期（年次学期） 3・4年次前期 

教員担当形態 単独 備考 VCD領域必修科⽬
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

本授業は、ビジュアルコミュニケーションデザインとは何かについてから学習し、ビジュ
アルコミュニケーションデザインを学ぶ学⽣にとって将来どのような領域に進むとしても
最低限修得しなければならないデザイン知識を中⼼に講義を設定している。ビジュアルコ
ミュニケーションの領域は広く、多様なメディアが存在し講義の中で様々な⽅法で紹介す
ることになる。これをもとに学⽣⾃⾝が将来⾃分の専⾨性や研究対象をどこにおくか、こ
れからの学習の指針にもなればと考えている。
[知識・技能・表現◎]
＜222-1GNL3-05＞

授業の概要

ビジュアルコミュニケーションに関わったメディア史を⾝体、道具、複製、機械、バーチ
ャル空間の5つの次元に分けて学習する。またこのことを通してデザインを完成させてい
る基本的な事柄について考えて⾏くことを軸に、⼈間と⾝体性、機能、技術、美学、構
造、情報の意味などをビジュアルコミュニケーションデザインのさまざまな観点で考察す
る。この授業は、通史的な講義にならないようにと考えている。授業計画のテーマに関係
ある具体的なものを対象にそれをめぐってできるかぎり学⽣諸君とディスカッション形式
で進めていくことを考えている。  

学⽣に対する評価の⽅法
1.授業への取り組み姿勢（授業態度20%）
2. 1回から5回の講義内容の試験問題、レポート（30%）
3.提出物（ピクトグラム研究25%・ビジュアル記号の分析25%）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

○情報化社会におけるビジュアルコミュニケーションデザインの役割-歴史的観点から
第01回 5つの次元からみるコミュニケーションデザインの変遷と初期のコミュニケーシ
ョン
ルネサンスから近代までの表現・記述⼿段の考察 - メディアの複製 グーテンベルクの42
⾏の聖書
第02回 ⽇本と近代の⼯芸デザイン(美術⼯芸運動とモリス、アール・ヌーヴォー、アー
ル・デコ)
第03回 DWBとヴァン・デ・ヴェルデとヘルマン・ムテジウスによる「規格化論争」バ
ウハウスとグローピウス／ロシア構成主義とヨーロッパのデザイン
第04回 19世紀末から20世紀の芸術とグラフィックデザインへ浮世絵から商業美術へ／⽇
本のグラフィックデザイン、ヨーロッパのモダン・タイポグラフィ
第05回 20世紀後半の情報機器の出現とビジュアルコミュニケーションチャールズ・イー
ムズの映像作品(映像資料)／ノーマン・マクラーレンと初期のアニメーション作り(映像資
料)／オースカ・フィッシンガー映像作り、ソール・バスとモーションタイポグラフィ …
など(映像資料)これからのビジュアルコミュニケーションデザインとメディアの考察／レ
ポート提出

○コミュニケーションとビジュアルデザインの考察
第06回 コミュニケーションのモデルと分類の理解 - 視覚⾔語／オットー・ノイラートと
アイソタイプ ／東京オリンピックとピトグラムによるノンバーバルのコミュニケーション
の考察。
第07回 ピクトグラムの考察と研究1 ⾝体の構造と形のデザインについて考察(グループワ
ーク)／歩く・⾛る・跳ぶのpictogram
第08回 ピクトグラムの考察と研究2 考察内容の検討と分析(グループディスカッション)
第09回 ピクトグラムの考察と研究2 ユニットによる形pictogramの提案
第10回 ピクトグラムの研究結果プレゼンテーション／まとめ提出

○シンボルの機能の考察とビジュアルメッセージの役割
第11回 ビジュアルコミュニケーションにおけるシンボルの機能の考察(ビジュアル記号
の役割と分析) パッケージの機能とビジュアルエレメントの機能と分析(グループワーク)
第12回 ビジュアルコミュニケーションデザインのエレメントの機能(グループディスカ
ッション／分析)
第13回 ビジュアルコミュニケーションデザインのエレメントの機能(他グループからの
視点／検討)
第14回 ビジュアル記号の役割と分析についてのまとめ(グループワーク／プレゼン内容

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



のまとめ)
第15回 パッケージの機能とビジュアルエレメントの機能と分析の研究結果のプレゼンテ
ーション／まとめ提出／学⽣受講結果アンケートの実施  

使⽤教科書

参考⽂献や作品事例は授業を通して適宜提⽰、配付する。
主な資料は「POWERS OF TEN（チャールズ・イームズ）」「ノーマン・マクラーレ
ン」「オースカ・フィッシンガー」「ソール・バス」「ケルムスコット・プレスおよび19
世紀末の絵本（モリスほか）」「イタリア未来派によるグラフィック・ワーク」「リシツ
キーなどのロシア・アヴァンギャルドのグラフィック・ワーク」「バウハウスのグラフィ
ック・ワーク」「ワールド・ジオグラフィック・アトラス（ハーバート・バイヤー）」
「アイソタイプ（オットー・ノイラートなど）」など。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

講義の内容を良く理解し、来年度の卒業制作や研究領域に⽣かしてほしい。授業内容をよ
りよく理解するために授業時に⽰される次回の授業内容について予習をする。授業時に⽣
じた疑問点については、各⾃調べレポートにまとめる。 

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 事業構想論

授業担当者名 川原 啓嗣

単位数 2 開講期（年次学期） 3・4年次前期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

事業（ビジネス）の構想および経営に関する基本的な知識を⾝につけ、デザインシンキン
グや⼈間中⼼デザインへの理解および洞察をもとに、受講者が⾃発的に問題意識を持ち、
事業（ビジネス）とデザインとの密接な関係について考える⼒を養うことを到達⽬標とす
る。
[知識・技能・表現◎]
＜222-1GNL3-07＞

授業の概要

事業（ビジネス）とは、何も利潤追求を第⼀義的⽬的とする企業活動だけを指す⾔葉では
ない。⾝近なところでは⼤学の部活動やサークル活動、そして歳末助け合いの募⾦活動や
公園の清掃など地域のヴォランティア活動なども⽴派な事業である。ポイントは何のため
に、あるいは誰のために⾏なう事業なのか、その意義や⽬的を設定して事業を構想し経営
することであり、そこにデザインの考え⽅が⼤変重要となる。本科⽬では事業構想に関わ
るデザインのマネジメント（MOD）について、その基本概念や仕組み、そして社会の広範
な分野にわたる展開⼿法や実例について考えて⾏く。 

学⽣に対する評価の⽅法

1 授業参画態度(30%)
2 授業の10週⽬以降に⾏なう試験またはレポート提出(70%)
以上の2点より各授業項⽬の理解度を判定し、総合的に評価を⾏う。
授業中の積極的かつ⾃発的な質問は⾼く評価し採点に加味する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 概要／事業とは何か︖事業構想とは何か︖
第02回 事業の構想と経営（マネジメント）
第03回 経営学におけるマネジメント
第04回 デザインシンキングと⼈間中⼼デザイン
第05回 マネジメント・オブ・デザイン（MOD）
第06回 発想法と思考法
第07回 問題発⾒と問題解決のプロセス
第08回 営利組織と⾮営利組織
第09回 企業経営におけるデザインビジネス
第10回 コーポレートアイデンティティ（CI）とブランドコントロール
第11回 地域経営におけるデザインビジネス
第12回 BOPビジネスのデザイン
第13回 持続可能な発展に向けて
第14回 インタンジブルデザイン（モノからコトへ）
第15回 まとめ・これからの事業構想／学⽣受講結果アンケートの実施

使⽤教科書

教科書は特に定めない。
授業の内容に応じて、随時、参考図書を推薦する。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

社会におけるあらゆる活動について、デザインの視点から常に観察し、分析、評価をする
態度を持つことが望ましい。企業や様々な団体が⾏なうプロモーションやモーターショー
など定期的に開催される展⽰会などのイヴェントには週末などを利⽤し積極的に参加し
て、世界の動きや社会の変化に⽬を向けてしてほしい。受け⾝の授業で終わるのではな
く、疑問点等については常にまず⾃分で調べ知識・理解を深めておくこと。
（1〜2時間）

（デザイン学科・実務経験のある教員担当科目）
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