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デザイン学科講師　永井　瀧登
１．研究活動
社団法人　日本サインデザ
イン協会

兼も員委業事規新、動活てしと事幹区地部中年通　5102
任

社団法人　日本グラフィッ
クデザイン協会

2015　通年 大学関連委員として活動

中部クリエーターズクラブ 2015　通年 大学関連委員として活動

Peace creators in Nagoya
（通称PINの会）

2015　通年 実行委員、出展者として参加
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Digitized Editorial 
Typography Survey

2015　通年 本学２年実技授業。日本芸術デザイナー学院
１年実技授業で実施　データベース構築

協同組合愛知デザインユニ
オン

2015　通年 理事

中部デザイン団体協議会 2015　通年 サインデザイン協会より委員選出（新規事業
委員会）

日本デザイナー芸術学院 2015．4～ 非常勤講師、エディトリアルサーベイ、冊子
制作、オーサリング制作担当

刈谷市受託事業　偉人伝紙
芝居デザイン制作

2015．4～ 受託事業として紙芝居制作、担当

株式会社　大額 2015　通年 結晶写真からのデザイン制作が商品として採
用、全国で販売

名古屋芸術大学　VDコー
ス「ナゴヤ展」

2015．1 アートスペースエーワン VDコース３年生「ナゴヤ展」担当教員

デザイントリプレックス 2015．2 国際デザインセンター 実行委員として展覧会、講演会担当

PINの会「Love ＆ Peace
展」 in 沖縄

2015．3 沖縄県平和記念資料館 B1ポスター３点出展

特別客員教授　檜原由比子
氏招聘

2015．4～7 名古屋芸術大学 ４年生実技授業にて実施、担当教員

北名古屋市受託事業 2015．4～7 名古屋芸術大学 市政10周年マーク制作、コース担当教員

津島市官学連携活動（企画
政策課）

2015．4～9 ヨシズヤ本店
ふれあいバス車内
津島市役所

津島市内各所をヴィジュアル展開する企画を
立案し実施
ポスター、フォーマットなど制作、担当教員

株式会社秋田屋産学連携活
動

2015．4～9 名古屋東急ホテル ボジョレヌーボーラベルデザインコンペ実
施、担当教員

中部クリエーターズクラブ
ポスター展

2015．5 名古屋市民ギャラリー矢
田

B1ポスター出展

安達純氏招聘 2015．6 名古屋芸術大学 広告表現論特別講義講師として招聘

祖父江治朗氏招聘 2015．6 名古屋芸術大学 広告表現論特別講義講師として招聘

名古屋芸術大学教員展 2015．6 アートアンドデザインセ
ンターBEギャラリー

B1ポスター２点出展

NTTドコモ 2015．7 名古屋芸術大学 広告表現論特別講義講師として招聘

津島市官学連携活動（企画
政策課）

2015．9～ 名古屋芸術大学 ふれあいバスサイン計画、３年生VDにて実
施。担当教員

Peace creators in Nagoya
（通称PINの会）

2015．8 Love＆Peace展に参加
（名古屋市民ギャラリー
栄）

B0ポスター１枚、インスタレーション映像、
サウンド、オリジナルカンバッチ制作・展
示、販売。韓国のグラフィックデザイナーと
交流

科学でデザイン 2015．8 津島市児童科学館（常設
展示）、イベント実施

常設展示作品12点、インスタレーション映
像、サウンド制作、オリジナルカンバッチ制
作イベントなど実施

津島市受託事業（生活環境
課）

2015．9～ 津島市役所
ヨシズヤ本店

津島市生活環境課の新規事業を認知促進する
企画を立案し実施ポスター、フォーマットな
ど制作、担当教員

名古屋市市民活動推進セン
ター

2015．9～ 国際デザインセンター 名古屋市市民活動推進センターが主催するイ
ベントに参加協力、担当教員
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津島市官学連携活動（企画
政策課）

2015．9～ 名古屋芸術大学 ふれあいバスサイン計画、３年生VDにて実
施。担当教員

公益法人名古屋青年会議所 2015．10 北名古屋市健康ドーム 地域活性化グループ事業　審査員

味岡伸太郎氏招聘 2015．10 名古屋芸術大学 デザインと文化　特別講義講師として招聘

ジャグダ愛知会員展 2015．11 セントラルアートギャラ
リー

B1ポスター、ポストカード出展

ジャグダ愛知サンデース
クール

2015．11 愛知学院大学名城公園
キャンパス

本学担当教員

新村則人氏招聘 2015．12 名古屋芸術大学 特別講義講師として招聘

２．教育活動（教育実践上の主な業績） 大学院授業担当　□有　■無

授業科目名　広告表現論 平成19年度より、研究助成を受け、
Digitized Editorial Typography 
Surveyを授業で展開するとともに、
サーバ構築を行っている。2011年よ
り日本芸術デザイナー学院実技でも
実施。2012年より本学では非常勤講
師杉井氏に担当を依頼

◆前期　　◆後期　　□後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

広告表現に関わる知識、技術を向上でき
るよう、様々なエリアからの外部講師を
招き、広告表現、デザイン構築までの一
連の講義・講義内容に基づくワーク
ショップを連動して行い、知識を表現に
活用できるよう工夫した。

教材・資料等は自作（60頁相当）

授業科目名　デザイン実技III‒2（MC）VD

◆前期　　□後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

津島市との官学連携活動として「つしま
ヴィジュアル計画」を実施。連携活動を
通して、リサーチ、企画立案、表現案の
構築、展示までの一連のデザインプロセ
スの修得の向上が図れるよう工夫した。

教材・資料等は自作（レポート用紙20頁
相当）

授業科目名　デザイン実技IV‒2（MC）VD

◆前期　　□後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

特別客員教授檜原由比子氏を招聘し、
「日本のスイーツ」をテーマとしたブラ
ンディング、ディスプレイデザインの構
築を行った。

教材・資料等は自作（レポート用紙５頁
相当）

授業科目名　デザイン実技I　　F3

□前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

ピクトグラムを用いた表現案の制作を行
い、平面系デザインの基礎領域の修得を
図るとともに、テーマをデザイン化して
いくプロセス、それに伴う周辺領域の知
識、技術の修得を行いやすいよう工夫し
た。

教材・資料等は自作（レポート用紙10枚
程度）
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授業科目名　デザイン実技II‒1（MC）VD

□前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

四季を題材としたB3カレンダーの制作
を行い、課題を通じてテーマからのヴィ
ジュアル表現、写真、CGなど表現に関
わる技術を体系的に修得できるよう工夫
した。

教材・資料等は自作（レポート用紙10頁
相当）

授業科目名　デザイン実技III‒4（MC）VD

□前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

VDコース企画展「ナゴヤ展」を通じ、
企画立案から表現まで、一連のプロセス
を修得できるよう、進行を工夫した。併
せて名古屋市市民活動推進センターイベ
ントにも参加し、連携を図った。

教材・資料等は自作（レポート用紙20頁
相当）

授業科目名　デ ザ イン演習II‒2（MC）VD（ナゴヤ展、シヤチハタ㈱産学連携事業）

□前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

官学連携による「ふれあいバス」のサイ
ン計画を企画、併せて、ナゴヤ展プロ
モーション計画の実施、読売新聞コンペ
の参加作品の制作を行った。

教材・資料等は自作（レポート用紙10頁
担当）

授業科目名　卒業研究（MC）VD

□前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

最終学年の後期授業として４年間大学で
行ってきた制作活動のまとめを行うとと
もに、自身のデザインへの取り組み、社
会とデザインとの関わり、それらを主体
にした今後のデザインに対する展望、目
標の見直しを行えるよう工夫した。

教材・資料等は自作（レポート用紙30頁
相当）

授業科目名　エディトリアルサーベイ　セルフプロモーション

◆前期　　◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

日本グラフィックデザイナー芸術学院に
て、本学でも実施しているエディトリア
ルサーベイを展開した、３コース合同授
業として展開したため、講義の効率化が
図れるよう教材を強化した。

教材・資料等は自作（レポート用紙30頁
相当）
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授業科目名　GDデザイン制作

◆前期　　□後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

日本グラフィックデザイナー芸術学院に
て、編集デザインの技術習得としてフ
リーペーパー制作を行った。編集デザイ
ンの基礎、冊子としてのまとめまでわか
りやすく修得できるようステップに分け
実施した。

教材・資料等は自作（レポート用紙10頁
相当）

３．学会等および社会における主な活動
中部クリエーターズクラブ 2001～ 大学関連担当として活動。ポスター展

出展など

Peace creators in Nagoya 2000～ 実行委員として活動。代表メンバーと
してアジア地区との交流展など積極的
に活動

中部デザイン団体協議会 2001～ H18年より中部クリエーターズクラブ
より役員選出（20周年記念特別委員会、
新規事業委員会）ポスター展出展、
IdcN20周年記念事業実行委員など

社団法人　日本グラフィックデザイ
ナー協会

2001～ 中部地区幹事、サンデースクール講師、
本学担当、ポスター展出展など

協同組合愛知デザインユニオン 2011～ 理事として活動

津島市市民協働研究（企画政策課） 2011～ 官学連携活動として「つしまヴィジュ
アル化計画」を実施、担当教員。研究
内容が中日新聞に掲載

津島市官学連携事業（生活環境課） 2011～ 受託事業を実施、担当教員。課が進め
る新規事業の市民への認知促進ツール
の企画、実技授業での展開を行う

津島市児童科学館 2015．8 科学を表現に応用した参加型イベント
を企画、実施、常設展示20点、イベン
ト用インスタレーション映像、サウン
ド制作、缶バッチ制作イベントの実施

株式会社　秋田屋 2015．4～ 連携活動を実施、担当教員

名古屋市市民活動推進センター 2015．9～ 連携活動を実施、担当教員

刈谷市受託研究 2015～ 受託事業を実施、担当教員

社団法人　日本サインデザイン協会 2007～ 中部地区幹事として参加

株式会社　大額 2011～ 結晶写真からのデザイン制作が商品と
して採用、全国で販売

公益法人名古屋青年会議所 2015．10 地域活性化グループ事業　審査員


