
実務経験のある教員による授業科目等の一覧表

学部・学科名（専攻）：　デザイン学部・造形デザイン学科　　　　　　　　　　

②主として実践的教育から構成される授業
科目

実務経験のある教員名
実務経験を授業に生かしていく

内容について

マーケティング 2 髙橋 髙橋 俊臣

広告会社のクリエイティブ部門に勤務して
いた経験を生かし、企業などのマーケティ
ング活動を例にあげ、講義の内容を具体的
に説明する。

プロダクトデザイン論 2 村木 村木克爾

民間企業のデザイン部門に勤務していた経
験を生かし、プロダクトデザインの基礎に
ついて、講義する。

建築デザイン論 2 向山 向山徹
民間の建設会社設計部勤務と、自らの建築
設計事務所経営を生かして、建築デザイン
の考え方を説明。

エルゴノミクス（旧科目
名）
人間工学（新科目名）

2 舩山 舩山　俊克

民間企業のインハウスデザイナーおよび研
究機関に勤務した経験を活かし、製品
デザインや情報デザインに関するテーマに
ついて様々な観点からの調査・提案の
を行う

インタラクティブデザイン論Ⅰ 1 山下 山下万吉

携帯電話ゲーム、Webサイトのコンテンツ開
発・運営の実務経験を活かし、ゲーム等デ
ジタルコンテンツを中心としたデザインに
おけるインタラクティブ性について講義を
行う。

インタラクティブデザイン論Ⅱ 1 尾崎 尾崎洋

企画および制作系デザイン事務所でのイン
タラクティブなコンテンツなどの制作・開
発の経験を活かし、それらの理解に必要な
技術的な知識を解説する。

アートプロデュース論 2
佐藤
大月

佐藤正子

写真を中心とした展覧会の企画制作、編集
企画、著作権管理、写真集企画を行う会社
を運営している経験から、展覧会の企画制
作の方法やスポンサーとの関係、展覧会と
デザイナーとの関係等について、具体的な
実施事例を基に教授する。

デザインマネジメント 2 嘉数 嘉数彰彦

ゲーム業界での、ゲーム開発や都市/施設開
発および管理職としての実務経験と専門職
学位（経営管理・都市計画）を活かして、
理論に裏打ちされた実践的授業を実施。

照明デザイン 2 藤原 藤原　工
家電メーカーの照明事業部および自営の照
明デザイン会社における経験を活かし、照
明デザインに関する知識を解説する。

空間デザイン論 2 福濱 福濱嘉宏

建築設計の実務経験があり、それを活かし
て、空間の構成方法について説明をする。

まちづくり論 2 西川 西川博美

民間の設計事務所での勤務および自身が運
営する設計事務所での経験を活かし、地域
における課題の発見、地域住民も交えた協
議の方法など、説明する。

知的財産権Ⅰ 1 平野 平野　聖

知的財産権の基本的な知識を、特許庁での
勤務経験を活かし、各法の相互の関係にも
配慮しながら平易に解説する。

知的財産権Ⅱ 1 平野 平野　聖

知的創造物の法的保護のあり方に関して、
特許庁での勤務経験を活かし、現状報告の
みならず今後の方向性についての提言や、
一般法である民法をはじめとする関連諸法
についても視野を広げた考察を行う。

特別講義 2 川野 川野 佐江子

民間企業でアパレルMDとして勤務した経験
があり，衣服の社会的意義やファッション
ビジネスについて，その実務経験を生かし
て説明する。

デザインプロジェクト演習 4 三原・西川・中西・山下
三原鉄平・西川博美・中
西俊介・山下万吉

教員がコーディネートした企業や行政、各
種団体とのデザインプロジェクトに参加
し、実務に近い状態で自身のデザインスキ
ルや社会人基礎力の向上を図る。

スタジオワーク 1 嘉数 嘉数彰彦
映像制作会社勤務の経験を生かしてスタジ
オ撮影の知識および技術と目的に合った写
真撮影について説明する。

パッケージデザイン　 1 西田 西田麻希子

民間のデザイン会社に勤務していた経験を
生かし、パッケージデザインの基本につい
て、その実務経験を生かして説明・指導す
る。

コミュニケーションデザイン演習 1 西田 西田麻希子
民間のデザイン会社に勤務していた経験を
生かし、その実務経験を生かして説明・指
導する。
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単位数
担当教員
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ウェブコンテンツ演習 　 1 中西 中西俊介
民間のデザイン会社を経営していた経験を
生かし、実務的なウェブコンテンツの制作
手法を説明する。

デザイン材料演習Ⅴ 1 吉村 吉村泰範

陶芸作家として自作の原料による制作を行
い、飲食店などに流通する器の制作を長年
手がけている。その経験から得た窯芸化学
の知識を生かし演習を行う。

動画撮影・編集基礎 1 山下・石 山下万吉
テレビ番組制作会社での番組制作の実務経
験を活かし、映像撮影〜編集作業の基礎に
ついて演習を行う。

作品展示計画 1 北山・島田 北山　由紀雄

東京都写真美術館設置準備室に勤務してい
た際、作品保存を担当し、また2004年より
実施している倉敷フォトミュラルや他の展
覧会に於いて、展示ディレクションを担当
しており、そこでの実務経験を基に、作品
保存を意識した展示計画に必要となる知識
を教授している。

プレゼンテーション演習 1 嘉数 嘉数彰彦
民間映像制作会社およびベンチャー起業の
経験を生かして企画、プレゼンテーション
のノウハウを教授する。

インターンシップ 2 学科全教員
学外でのインターンシップを授業の中心に
置き、研修後の報告会で他のケースについ
ても学ぶ。

卒業研究 8 領域全教員
嘉数彰彦、中西俊介、西
田麻希子、山下万吉、髙
橋俊臣

民間企業のデザイン課、およびデザイン事
務所勤務で、デザイン業務に携わっていた
経験を生かし、実務経験を生かした演習を
行っている。

ビジュアルデザイン論Ⅱa 2 野宮・西田 西田麻希子

民間のデザイン会社に勤務していた経験を
生かし、ポスターやフライヤーなどのデザ
インについて様々な制作事例を示しながら
説明する。

ビジュアルデザイン論Ⅱb 2 山下・石 山下万吉

テレビ番組制作やWebサイト制作の実務経験
を活かし、映像制作およびアニメーション
の演出、Webサイト制作の企画〜デザインプ
ロセスについて説明する。

ビジュアルデザイン論Ⅲa 2 野宮 ・髙橋 髙橋俊臣
広告会社のクリエイティブ部門に勤務して
いた経験を生かした説明・指導を行ってい
る。

ビジュアルデザイン論Ⅲb 2 嘉数・齋藤 嘉数彰彦

民間映像制作会社においての経験を生かし
消費者の購買行動を踏まえたうえで、メ
ディアに応じたデジタル技術と知識を理解
する。

ビジュアルデザイン領域演習Ⅱb 2 山下(万)・石 山下万吉

テレビ番組制作やWebサイト制作の実務経験
を活かし、アニメーションおよびWebサイト
制作のアプリケーションの使用方法を説明
しながら、演習を行う。

ビジュアルデザイン領域演習Ⅲa 2 野宮 ・髙橋 髙橋俊臣
広告会社のクリエイティブ部門に勤務して
いた経験を生かした演習を行っている。

ビジュアルデザイン領域演習Ⅲb 2 嘉数・齋藤 嘉数彰彦
民間映像制作会社勤務の経験を生かして制
作に必要な知識を教授する。

ビジュアルデザイン領域演習Ⅳ 2
嘉数,柴田.野宮,北
山,西田,齋藤,山下

万,石,髙橋

嘉数彰彦、中西俊介、西
田麻希子、山下万吉、髙
橋俊臣

民間企業のデザイン課、およびデザイン事
務所勤務・経営で、デザイン業務に携わっ
ていた経験を生かし、実務経験を生かした
演習を行っている。

ビジュアルデザイン基礎ゼミナール 1 領域全教員
嘉数彰彦、中西俊介、西
田麻希子、山下万吉、髙
橋俊臣

民間企業のデザイン課、およびデザイン事
務所勤務・経営で、デザイン業務に携わっ
ていた経験を生かし、実務経験を生かした
演習を行っている。

造形デザイン論Ⅲ 2
南川・中西・島田・

岡本
中西俊介

民間のデザイン会社を経営していた経験を
生かし、社会の実例を提示しながら説明す
る。

造形デザイン論Ⅳ 2 領域全教員

社会プロジェクトに必要な発想・情報収集・調
査・分析から具体的計画・実践的展開までの考え
方を学び、授業の最終段階では自己の取り組む課
題についてのプレゼンテーションを行う。

造形デザイン領域演習Ⅲa 2 南川・中西 中西俊介
民間のデザイン会社を経営していた経験を
生かし、実在する店舗や企業から依頼を受
けて企画提案を行う。

造形デザイン領域演習Ⅲb 2 真世土・作元

美術館と連携しミュージアムグッズの企
画・制作を行うことにより、社会人ととし
て自律的に仕事のできる能力、企画提案
力、問題解決力、コミュニケーションスキ
ル、自己管理力などを学ぶ

造形デザイン領域演習Ⅲc 2 島田・岡本

美術館と連携しミュージアムグッズの企画・制作
を行うことにより、社会人としてとして自律的に
仕事のできる能力、企画提案力、問題解決力、コ
ミュニケーションスキル、自己管理力などを学
ぶ。

造形デザイン領域演習Ⅳ 2 領域全教員 中西俊介
民間のデザイン会社を経営していた経験を
生かし、実在する店舗や企業の問題点を検
討し企画提案を行う。
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造形デザイン基礎ゼミナール 1 領域全教員 中西俊介
民間のデザイン会社を経営していた経験を
生かし、基礎研究やポートフォリオの指導
を行う。

開講単位数合計 76


	造形

