










情に棹させば流される。智に働けば角

が立つ。どこへ越しても住みにくいと

悟った時、詩が生れて、画が出来る。

とかくに人の世は住みにくい。意地を

通せば窮屈だ。 とかくに人の世は住み

にくい。どこへ越しても住みにくいと

悟った時、詩が生れて、画が出来る。

意地を通せば窮屈だ。山路を登りなが

ら、こう考えた。智に働けば角が立つ。

どこへ越しても住みにくいと悟った時、

詩が生れて、画が出来る。智に働けば

角が立つ。 （９Q）（行間 12pt）

OHP フィルム / 透明 PET フィルム（８Q）
Adobe Illustratior / Adobe Photoshop

高田 玲奈（９Q）

サブタイトルなしは題名詰める (9Q)

作品題名（13Q）

010   011Design  with  Entertainment



012   013Design  with  Entertainment



014   015Design  with  Entertainment



016   017Design  with  Entertainment



018   019Design  with  Entertainment



Design  with  Entertainment 020  021



022   023Design  with  Entertainment

慣用句を楽しく学ぶためのカードゲー

ムです。机に向かって黙々とやる勉強

はつまらないことが多く、それに対し

て遊びの中で得た知識は楽しい感情と

共に記憶に残りやすかったという自分

の経験から、楽しい学習ゲームを制作

したいと思いました。慣用句が身につ

いていると、学校の国語の授業ではも

ちろんのこと、日常生活でも役に立つ

ので、慣用句を題材にしたものを制作

しました。主なターゲットは小学校 3

年生から 6 年生で、遊びの中で慣用句

の知識を楽しく理解し、言葉遊びを通

して創造性を育むことを目的としてい

ます。

紙 / アクリル板
Adobe Illustrator 

米澤 鮎花

かんようくあそび



Design  with  Entertainment 024  025



Design  with  Entertainment 026  027





Design  with  Media 030  031

阿部 瑞樹

物心ついた時から父親の影響でSF映画

を見る機会が多く、気がついたら自分

の知らない世界に行くことのできるSF

というジャンルが大好きになっていま

した。色々な媒体のSF作品を楽しんで

きましたが、1番自分に大きな影響を与

えているのは映画です。1902年上映の

『月世界旅行』からはじまり今日に至る

まで、映像技術の進歩とともに、SFの

世界を映像として実際に見ることがで

き、文字だけでは得られない体験をす

ることができます。私はそれをSF映画

の大きな魅力だと感じます。この、私

が大好きなSF映画をグラフィックデザ

インで表現し魅力を伝えられる作品を

テーマにしたポスターの制作をしました。

フォト半光沢紙
Adobe Illustrator

SF映画の為の
ポスターデザインの研究



Design  with  Media 032  033



034   035Design  with  Media



036   037Design  with  Media



Design  with  Media 038  039



 

Design  with  Media 040  041



Design  with  Media 042  043



044   045Design  with  Media



046   047Design  with  Media



048   049Design  with  Media



Design  with  Media 050  051



052   053Design  with  Media



054   055Design  with  Media



056   057Design  with  Media



Design  with  Media 058  059



Design  with  Media 060  061



062   063Design  with  Media



Design  with  Media 064  065



066   067Design  with  Media



068   069Design  with  Media





072   073Designing  Emotion



074   075Designing  Emotion



076   077Designing  Emotion



078   079Designing  Emotion



080   081Designing  Emotion



082   083Designing  Emotion



084   085Designing  Emotion



086   087Designing  Emotion



088   089Designing  Emotion



090   091Designing  Emotion



092   093





096   097



098   099Workshop & Interaction



100   101Workshop & Interaction



102   103Workshop & Interaction





106   107Service  Design

1.まず、最初にオンラインライブを予約するときに、KASIKAのサー

ビスを利用することを選択してもらい、複数人と同じオンラインラ

イブをリアルタイムで視聴します。

3.音声記録を元に音声が文字に起こされ、それが自動的に動画とし

て編集されていきます。

2.お互いの声はイヤホンやマイクなどを通してリアルタイムで共有

され、画面に表示されます。このことによって離れていても同じラ

イブで盛り上がっているということがお互いに共有されます。

4.ライブの翌日、それぞれに自動的に編集されたオンラインライブ

の切り抜きムービーが届きます。





110   111Design  with  Learning



112   113Design  with  Learning



114   115Design  with  Learning

Dragonframe / Adobe Premiere Pro

コマ撮りアニメ「stefco」

コマ撮りの技法を使って制作したアニ

メーションです。たくさんの手足を持っ

たマスターやサボり気味のバイトの子

たちがいるバーに疲れたサラリーマン

がふらりと訪れる、ちょっと愉快での

んびりとした映像を目指しました。人

形だけではなくビンや花の実など小物

も手作りしています。セリフはありま

せんが、人形の緩やかな動きや雰囲気

からキャラクターの感情が伝わるよう

に制作したので注目して下さると嬉し

いです。

大島 華



116   117Design  with  Learning



118   119Design  with  Learning





Reborder  Design 122   123



124   125Reborder  Design



126   127Reborder  Design



128   129Reborder  Design



130   131Reborder  Design



132   133Reborder  Design



Reborder  Design 134   135



136   137Reborder  Design



Reborder  Design



140   141Reborder  Design



142   143Reborder  Design





146   147Message



148   149Message



150   151Reference

参考 / 協力

010　加藤 仁康

参考 : ヤモリ、足裏の吸着と解除のしくみ解明 (https://natgeo.nikke

ibp.co.jp/nng/article/news)NATIONAL GEOGRAPIC/ 昆 虫 図 鑑

(https://www.insects.jp/kon-suikameamenbo.html) 昆虫エクスプ

ローラ

協力 :[ 音源 ]Issei Chida/On-Jin 音人 (https://on-jin.com)/ 効果音

ラボ (https://soundeffect-lab.info)

012　斎藤 友蘭

参考 : 山口正篤『イラストでわかる 新版 安心イネつくり』( 農山漁

村 文 化 協 会 ,2019 年 )/DELISH KITCHEN(https://delishkitchen.

tv/)/ ク ラ シ ル (https://www.kurashiru.com/)/JA 全 農 (https://

www.zennoh.or.jp/) ク ボ タ の た ん ぼ (https://www.kubota.co.jp/

kubotatanbo/)

014　柴田 真衣

参 考 : ど う ぶ つ 図 鑑 (https://www.tokyo-zoo.net/encyclopedia/

class_list/) 東京動物協会 / ペンギンライブラリー（https://www.

hoshizaki.co.jp/penguin_island/penguin/#report)( ホ シ ザ キ )/ ペ

ンギンの達人 (https://www.pen-t.com/index.html) いとう良一 /『生

物の科学 遺伝 編集部 ペンギンの生物学 ペンギンの今と未来を深読み 

』( エヌ・ティー・エス ,2020 年 )/ 藤原幸一『ペンギン ガイドブック』

( ティビーエス・ブリタニカ ,2002 年 )/ テュイ・ド・ロイ , マーク・ジョー

ンズ , ジュリー・コーンスウェイト『新しい、美しいペンギン図鑑』( エ

クスナレッジ ,2014 年 )/ ペンギン・スタイル『ペンギンに会いに行

こう！！』( ソフトバンク クリエイティブ ,2009 年 )

016　髙橋 彩花

参考 : 日本ジオパークネットワーク (https://geopark.jp/)/ 洞爺湖有

珠山ジオパーク (https://www.toya-usu-geopark.org/)/ アポイ岳ジ

オパーク (https://www.apoi-geopark.jp/)/ 糸魚川ユネスコ世界ジオ

パーク (https://geo-itoigawa.com/)/ 隠岐ユネスコ世界ジオパーク

(http://www.oki-geopark.jp/)/ 山陰海岸ジオパーク (https://sanin-

geo.jp/)/ 室戸世界ジオパーク公式サイト (https://www.muroto-

geo.jp/)/ 島原半島ジオパーク (http://www.unzen-geopark.jp/)/ 阿

蘇くじゅう国立公園 阿蘇ジオパーク(http://www.aso-geopark.jp/)/

南から来た火山の贈りもの 伊豆半島ジオパーク (https://izugeopark.

org/)/ 日本地質学会『はじめての地質学』( ベレ出版 ,2017 年 )/ チー

ム G『薄片でよくわかる岩石図鑑』( 誠文堂新光社 ,2014 年 )

協力：[ 音源 ]Issei Chida

018　田中 希里

参考 : らっこちゃんねる (https://seaotter.jimdofree.com/)/ ラッコ

を飼育されている各水族館の HP

022　米澤 鮎花

参考 : 東京書籍編集部『慣用句・故事ことわざ・四字熟語 使いさばき

辞典』( 東京書籍 ,2014 年 )

022　渡部 有香子

参考 : 江戸川乱歩『日記帳』( 光文社 ,2004 年 )/ 太宰治『黄金風景』( 新

潮社 ,1974 年 )/ 小川未明『美しく生まれたばかりに』( 講談社 ,1977

年 )/ 竹久夢二『先生の顔』( 小学館 ,2004 年 )/ 渡辺温『恋』( 薔薇十

字社 ,1970 年 )/ 佐佐木俊郎『指と指輪』( 英宝社 ,1984 年 )/ 新美南

吉『小さい太郎の悲しみ』( 大日本図書 ,1982 年 )/ 小野佐世男『幽霊』

( 要書 ,1953 年 )/ 小山内薫『梨の実』( 新潮社 ,1955 年 )/ 夢野久作『キ

キリツツリ』( ちくま文庫 ,1992 年 )/ 豊島与志雄『狸のお祭り』( 海

鳥社 ,1990 年 )/ 犬田卯『競馬』( 筑波書林 ,1982 年 )/ ※初版発行年

を記載。初出年とは異なる。

050　高田 玲奈

参考 : 福島栄峰『楽しく描こう江戸の文字』( 学研プラス ,2016 年 )/

日向数夫『江戸文字』( グラフィック社 ,1970 年 )/ 橘右橘『図説江戸

文字入門』( 河出書房新社 ,2007 年 )/GRAND DESIGN LTD.(https://

note.com/grand_design/n/n2c7c7e3c93c9)

056　廣瀬 そよか

参考 : レーモン・クノー『文体練習』( 朝日出版社 ,1996 年 )

069　渡邉  大祐

協力：[ 音楽・SE ] 岡本龍之介

082　田中 美和

参考 : 石田かおり 『化粧せずには生きられない人間の歴史』( 講談社現

代新書 ,2000 年 ) /( 著 ) キャロリン・A・デイ ( 訳 ) 桐谷知未『ヴィ

クトリア王朝病が変えた美と歴史』( 原書房 ,2021 年 )/( 著 ) ジュリエッ

ト・コーエン ( 日本語監修 ) 山野愛子ジェーン ( 訳 ) 井口智子『Vogue 

メイクアップ百科 : 楽しみながら身につくメイクの基礎・ビジュアル

編』( 産調出版 ,2002 年 )/( 著 ) リサ・エルドリッジ ( 訳 ) 加藤恵里子 ,

水谷富久子『ヴィジュアル版 化粧の世界 : 化粧と化粧品の物語』( 国

会刊行会 ,2020 年 )/ ポーラ文化研究所公式サイト「日本の化粧文化史」

(https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture/cosme

Reference

history/）/VOGUE JAPAN「アイメイク、100 年の歴史。」(https://

youtu.be/MXlimuaFaIQ)/VOGUE JAPAN「リップメイク、100 年の

歴史。」(https://youtu.be/l925GhMmpTc)/ 資生堂公式サイト「日

本女性の化粧の変遷 100 年」(https://hma.shiseido.com/jp/info/

p20170110_1824/)/ 和樂 web「ぱっちり二重は見苦しい！江戸の

流行メイクを徹底検証してみたら？ 」(https://intojapanwaraku.

com/culture/28773//）

協力：[ モデル ] 黒岩 紗子 Saeko Kuroiwa, 今 愛莉 [ 撮影協力 ] 髙橋彩

花 , 竹内夢実 , 森田七星

086　三島 陽

参考 : シンシア・バーネット『雨の自然誌』( 河出書房新社 ,2016 年 )

090　森田 七海

参考 : 港千尋『風景論』( 中央公論新社 ,2018 年 )/ 岸政彦『断片的な

ものの社会学』( 朝日出版社 ,2015 年 )

092　柳澤 希江

参考 : 古本と手製本ヨンネ (https://yon-ne.com/)

098　鈴木 芽乃花

協力 : 中川碧人 , 森内洸介 , 諸富風薫

112　占部 とわこ

協力 : 株式会社田中紙工

116　粕川 まりな

参考 :『せかたび パリ』JTB パブリッシング ,2019 年

134　千葉 氣弓

協力 : 情報デザイン学科情報デザインコースの 4 学年の友人

142　ラタン トゥク

参考 : 緒方壽人『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジー

が共に生きる社会へ』(BNN,2021 年 )/( 著 ) イヴァン・イリイチ ( 訳 )

渡辺京二 , 渡辺梨佐『コンヴィヴィアリティのための道具』( 筑摩書

房 ,1973 年 )/ 澤田智洋『マイノリティデザイン―「弱さ」を生かせ

る社会をつくろう』( ライツ社 ,2021 年 )/ マシュー・サ

イド『多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決

する組織』( ディスカヴァー・トゥエンティワン ,2021 年 )/( 著 ) 渡

邊淳司 , ドミニク・チェン ( 監修 ) 安藤英由樹 , 坂倉杏介 ( 著 ) 村田藍

子『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために その思想、実

践、技術』(BNN 新社 ,2020 年 )/ 前野隆司 『幸せのメカニズム 実践・

幸福学入門』( 講談社 ,2013 年 )/( 著 ) キャロライン・クリアド = ペ

レス ( 訳 ) 神崎朗子『存在しない女たち : 男性優位の世界にひそむ見せ

かけのファクトを暴く』( 河出書房新社 ,2020 年 )/ 上平崇仁『コ・デ

ザイン―デザインすることをみんなの手に』(NTT 出版 ,2020 年 )/ 佐

伯胖『「わかる」ということの意味』( 岩波書店 ,1995 年 )/ ケイト・

マーフィ『LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれる』( 日経 

BP,2021 年 )/ 須永剛司『デザインの知恵 情報デザインから社会のか

たちづくりへ』( フィルムアート社 ,2019 年 )/ ブレイディみかこ『他

者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』( 文藝春秋 ,2021

年 )/( 著 ) グレイソン・ペリー ( 訳 ) 小磯洋光翻『男らしさの終焉』( フィ

ルムアート社 ,2019 年 )/( 著 ) ヤニス・バルファキス ( 訳 ) 関美和『父

が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の

話。』( ダイヤモンド社 ,2019 年 )/( 著 ) オードリー・タン ( 編集 ) プ

レジデント書籍編集チーム『オードリー・タン デジタルと AI の未来

を語る』( プレジデント社 ,2020 年 )/ 森元斎『アナキズム入門』( 筑

摩書房 ,2017 年 )/ 松村圭一郎『くらしのアナキズム』( ミシマ社 ,2021

年 )/ 松村圭一郎『うしろめたさの人類学』( ミシマ社 ,2017 年 )/ 鈴

木宏昭『認知バイアス 心に潜むふしぎな働き』( 講談社 ,2020 年 )/( 著 )

トム・ニコルズ ( 訳 ) 高里ひろ『専門知は、もういらないのか』( みす

ず書房 ,2019 年 )/( 著 ) ジョエル ベスト ( 訳 ) 赤川学『社会問題とは

何か : なぜ、どのように生じ、なくなるのか ?』( 筑摩書房 ,2020 年 )/

鴻上尚史 , ブレイディみかこ『何とかならない時代の幸福論』( 朝日新

聞出版 ,2021 年 )/ 瀧知惠美 , 須永剛司『デザインリフレクション : 実

践知の共有をチームづくりにつなげる方法』(2018 年 )/Co-Design;

ツールボックス - 創造性へのアクセス |Masafumi Kawachi-「近代

マーケティングの父」フィリップ・コトラー , マーケティングの基礎

知識 (digmarl.com)/ 横道誠の当事者研究体験ゲーム ( 看護師のための

web マガジン by 医学書院 )/ パウロ・フレイレ (Wikpedia)/ テリー・

ウィノグラード (Wikpedia)/ ドナルド・ショーン (Wikpedia)/ ジョン・

デューイ (Wikpedia)
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作者牽引
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秋山 怜美

阿部 瑞樹

五十嵐 奏葉

池田 遥香

ウォン ヒサン

占部 とわこ

大島 華

尾崎 加奈

小澤 広夢

齋藤 汰地

斎藤 友蘭

柴田 真衣

杉浦 杏光

杉原 志織

鈴木 碧

鈴木 彩海

鈴木 沙佑海

鈴木 芽乃花

高田 玲奈

髙橋 彩花

竹内 夢実

田中 希里

田中 美和

千葉 氣弓
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東内 紀子

柿崎 美帆

梶原 詩織

粕川 まりな
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河井　あかり

木内 まりあ
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キム ソユン
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中川 碧人

中村 莉子

能崎 詩織

富永 宗汰

橋本 玲奈

廣瀬 そよか

古山 蓮

星川 ひかり

細野 竜矢

松島 曜一郎

三沢 輝璃

三島 陽

南 萌

森 璃

森内 洸介

森田 七星

森田 七海

諸富 風薫

柳澤 希江

山口 依莉

米澤 鮎花

ラタン トゥク

林 麗陽

渡辺 泉

渡邉 大祐

渡部 有香子

AKIYAMA REMI

ABE MIZUKI

IGARASHI KANAHA

IKEDA HARUKA

WON HISANG

URABE TOWAKO

OSHIMA HANA

OSAKI KANA

OZAWA HIROMU

KAKIZAKI MIHO

KAJIHARA SHIORI

KASUKAWA MARINA

KATO MAI

KATO MASAYASU

KAWAI AKARI

KIUCHI MARIA

KISHI SAKURA

KIM SEOYUN

NAKAGAWA AOTO

NAKAMURA RIKO

NOZAKI SHIORI

TOMINAGA SOTA

HASHIMOTO RENA

HIROSE SOYOKA

FURUYAMA REN

HOSHIKAWA HIKARI

HOSONO TATSUYA

SAITO TAICHI

SAITO YUKA

SHIBATA MAI

SUGIURA AZUMI

SUGIHARA SHIORI

SUZUKI AO

SUZUKI AYAMI

SUZUKI SAYUMI

SUZUKI MENOKA

MATSUSHIMA YOICHIRO

MISAWA KIRARI

MISHIMA YO

MINAMI MOE

MORI AKI

MORIUCHI KOSUKE

MORITA NANASE

MORITA NANAMI

MORODOMI FUKA

TAKATA RENA

TAKAHASHI AYAKA

TAKEUCHI YUMEMI

TANAKA KIRI

TANAKA MIWA

CHIBA KIYUMI

TSUTSUMI AYAKA

TONAI NORIKO

YANAGISAWA KIE

YAMAGUCHI ERI

YONEZAWA AYUKA

LATHANH TRUC

LIN LIYANG

WATANABE IZUMI

WATANABE DAISUKE

WATABE YUKAKO
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