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出来るだけ最新の具体的事例 を使 い、コ
ミュニ ケ ー シ ョンや地域 に関わるデザ

で きるだけ授業 内容が 身近 に感 じられ

イ ンについて理 解 を深め られ るように

した。加 えて、効果的に映像資料 も使用

した。

した。

るよう、画像中心のスライ ドを毎回用意

イ ンヘ のよ り深 い理解へ と繋 げた。
授業 の後半では、その コミュニケー
ションデザインをどのように地域 コ
ミュニティーのために活用すること
がで きるのか、社会的背景や具体的
な事例を通 じて解説 した。

授業科 ロ デザイ ン概論

◆前期

デザ イ ン学部 1年 生 を対 象 に した本
講座では、「デザ イン」に対するより
広 い視野 を獲 得す ることを 目的 とし

□後期
教材 ・資料等 の概要

工 夫の概要

た。加 えて 1年 次の基礎授業が 2年

自身が講義を担当する回では、よ り幅広
くデザ イ ンの世界 を理解 して もらえる

次以降の専 門性 とどの よ うに繋が っ

よ う、で きるだけ多 くのジャンルか ら、
これまで携わって きた作品を紹介 し、併

降 の よ り具体 的な進路選択 に活かす
ことも意識 させた。講座の後半では、

せて 自身のデザイン笹
兄を示 した。

オ ー プンデ ィスカ ッシ ョンや先輩 に

ているのか意識 的に理解 し、2年 次以

よる トーク も交えて展開 した。

授業科 ロ デザイン基礎演習 B

◆前期

か た ち・ コ ンテ クス ト・ 流 通 ・歴
史 。経験 とい う視 点か ら、詳細 なリ

□後期

工夫の概要

教材

細か く毎授業 ごとにテーマを設定 し、そ
れらを積み重ねるうちに、デザインの広
が りとデイテイールの両面 を意 でき
るよう、授業全体 を計画 した。

円滑に授業内容 を理解 し、作業が進め ら
れるよう、授業の要点 を解説するプリン

,J説

資料等 の概要

サ ーチ を くりかえ し、最終的 にはそ
の リサ ー チ 結 果 を編 集 しブ レゼ ン
テ ー シ ョンす る、 とい う一 連の作業
を通 じ、 自身の 日常経験や生活環境

トと、内容に沿つたワー クシー トを毎回

が いか にデザ イ ンと関わ つているの

用意 した。

か、 またそれ らを支 えるデザ インが
いかに他の ものや環境 と関わ つてい
るのか意識 的 に理解 させ る授業展 開
を行った。

授業科 ロ デザイン実技 13(LS)

□前期

日常生活 で人が無意識 に環境 を「理
解」 し「利用」する行為 を取 り上げ、

◆後期

それ らを子細 に観察、分析 し、その

工夫 の概要

教材

生活 窪
児察 の導入 として ワー クシ ョップ
を実施 した。 また、リサーチか ら制作物

それぞれの ステ ップ毎 に作業 の助 け と
なるプリン トを作成 した。 日常観察の導

気付 きか ら制作 を行 った。 リサ ーチ
か ら制作 へ の展 開 を含 む一貫 したプ
ロセス を通 じて、環境や認知、行動

へ の展開が よリスムーズ になるよう、そ

入 となるテキス トを用意 した。課題書 は
成果物 と条件、スケジュールが簡i累 に理

に対す る洞察力 を伴 った、環境の持
つ「可能性 Jか らのデザ イ ン発想 を

解 で きるフォーマ ッ トで用意 した。

ドプロ トタイ ピング等、アイデアを展開

体験 させ た。 同時 にこれ までのデザ
イナー (制 作者 )と 利用者 とい う二

する具体的な手法 を導入 した。

元的な解釈 に も意識 を向けさせた。

れぞれのス テ ップ毎 に ワー クシー トを
作成 した。加 えて、ブレス ト法やラピッ

授業科 目 立体造形

◆前期
工夫 の概要

資料等 の概要

(多 面体 と植物文様)

デザ イン学部一 年次 で実施す るファ
ンデーシ ョン (基 礎実技 )の 専任 と

□後期
教材 ・資料等の概要

毎回、全員 と面談 をし、課題の進捗状 植物 の 中に見 られ る幾何 学 的構造 に意
況や次回までの具体的なア ドバ イスを 識 的に 目が 向け られる ような画像 資料
行 った。特に、植物のなかに見 られる、 や、多面体や植物文様 を利用 したデザイ
ンの実例 な どをで きるだけ多 く紹介 し
幾何学的要素に気付 き、多面体へ と展開
できるよう指導 した。
た。

(130)

して、課題内容、配布物、スケジュー
リ ングやス タ ッフィング等、総合 的
な視 点か らフ ァンデーシ ョン管理連
営 に関わつた。基礎 実技 の改 定 に向
けた検討 も同時に行 った。

