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昼間部の学生は、2年生への進学時に自分の希望コースを選択するわけだ
が、その包括さを、
「難しさ」
と捉えて敬遠する学生も少なくない。それは、ス
ペースデザインという領域が、スペース（空間）
という唯一目に見えないもの
（不確実な世界）を扱っているせいなのかもしれない。それゆえだろうか、ス

基礎理論

ペースを選択した学生も、家具といった目に見える
（確実な世界）を卒業制作
に選びたがる傾向にある。またそれは、不安定な社会にも起因するのかもし
れない。その一方で、オーストラリアで建築を教えている私の友人が、
「海外で
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は、建築を勉強している人が結構優遇され、銀行でさえ、建築学科の卒業生を
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エレメント

採用したがる」
と言っていた。その理由は、建築を勉強することが、社会の仕組
みを勉強することと理解されているからだという。
このような理解は、今後日

nar

本の社会でも広まるであろう。
現在のような不安定な世の中だからこそ、局所的な専門分野の能力だけでな
く、
より包括的に社会を見ることができる能力が必要とされている。であるか
ら、将来建築設計に進まなくとも、桑沢スペースデザインで建築教育をベース
に教えている家具や空間デザインの教育を通して、デザインと社会の関係を
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包括的に学んでゆけば、将来的にどんな世界に飛び込んでいったとしても、
臆することはないと信じている。

カリキュラム構成
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卒業生が感じていること、そして今。

第

1

部

昼間部卒業生
多くの卒業生が桑沢から巣立っているが、スペース科卒業生の進路は、特に多岐にわ
たっている。その中には、スペースデザイン領域とは異なる分野に進んでいる者も少
なくない。グラフィックデザイナーはもとより、ファッションデザイナー、写真家、編集者、
地域コミュニティーの活動家─それは、桑沢スペースデザインで学ぶことが、さまざ
まな分野の仕事にも応用できるということを物語っているのではないだろうか。
ここで取り上げるのは、過去 9 年分の『桑スペ』で取り上げた昼間部の卒業生たちで
ある。卒業生のその後の活動に、桑沢スペースデザインの教育がどのように影響して
いるのか、改めて振り返ってもらった。まだまだ夢の途中にいる先輩たちの言葉が、
既に卒業した者を含め、これから卒業していく学生に対し、何かいい刺激を与えられ
れば幸いである。

interview
❶ 桑沢の授業で一番印象に残っているものは何ですか。
❷ 桑沢で勉強して一番よかったと思うことは何ですか。
❸ 桑沢で学んだことで、今の仕事にも影響していることは何ですか。
❹ 社会人になったいま、在学生に一言お願いします。
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國田奈々
Nana KUNITA

昼間部2007年卒

" モノではなくそこに発生する
コトをつくりたい─
そんな思いに
影響していると思います "
Biography
2004年埼玉県立大宮光陵高等学校美術学科インテリア専攻卒業。07年桑
沢デザイン研究所総合デザイン科卒業。07年〜12年丸井グループ内装会
社（株）エイムクリエイツにてクリエイティブディレクター。12年〜（株）キャ
ラットのストアデザイン部クリエイティブデザイナー。
自社ブランドの店舗設
計、
スタジオデザイン、輸入家具制作、
イメージ撮影やビジュアルづくりなど、
トータルでデザイン業務を行う。

rInt e
view

❶ 遠藤幹子先生の授業（インテリアデザインⅢA-Ⅱ）で

ろ
あのこ

す。男性社会の建築業界の中で、現役で活躍されている先
生に出会え、デザインだけでなく仕事の仕方や生き方など
についても刺激を受けました。
ワクワクを見つけて生きる、
そんな先生に憧れ、今も追いかけていると思います。自分
のメンターになるような面白く個性的な先生に出会えるの
が桑沢の魅力だと思います。

❷ ともかく手を動かし多くのデザインをし、それを自ら
の言葉でプレゼンする機会を与えてもらったことです。
そし
て厳しい批評をしてくださったこと。批評に泣いたこともし
ばしば。のちに、社会に出てから怖がらず自らのやりたいデ
ザインを勝ち取っていく自信になったと思います。
❸ デザインの総合的な視点です。モノをデザインすると

いうことはモノの形を単純に考えるのではなく、背景や周
囲の繋がりまで含めた総合的な視野の上に成り立ってい
るということを学びました。それは今の仕事でも形だけに
とらわれずに物事の本質を見抜き、モノではなくそこに発
生するコトをつくりたいという思いに影響していると思い
ます。

東京山計画［3年通年／卒業制作 住宅ユニット］
東京は自然が少ない。
しかし、かつての日本は里山を
介して都市と自然が共存していたことを知りました。
そこで、都心のビル群を構造体とし都内から排出さ
れるゴミでビルを埋め、
「東京山」にしてしまうプラン
を考えました。考え続けていたら、
アイデアが勝手に
生まれてきて、最後にはキャラクターまで。
プランが
確信に変わった思い入れのある作品です。
いま

❹ 社会人になって強いのは行動力がある人だと思いま
す。
うまくできるようになるまでチャンスは待ってくれませ
ん。
うまくできる自分を信じてまず動いてやってみる。小さ
な行動でもいいと思います。動くことで新しい発見や成長
がもたらされます。多くの失敗が許される学生時代にたく
さんの経験をしてほしいと思います。

ブランドディレクション［by（株）キャラット］
最近は自分の手を動かして店舗をつくっています。
この仕事をはじめた頃、施工は業者さん任せでした
が、そうすると面白い発見は少ないことを発見。
この
スタジオも自ら左官しエイジングし、選定した床を貼
り、そこにあう衣装を探し、家具も自ら購入してきて
います。
とてもクリエイティブで毎度新しい発見と刺
激を受けています。
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2gr0adu0atio8n
城長慎也

" 学校生活の後悔も
社会に出てみないとわからないことなので
頑張って卒業してください"

Shinya SHIROOSA

2gr0adu0atio9n

" もくもくと手を動かす中で
見えてくる感覚は
モノづくりをする上で
大切な経験だと思います "

米山夢衣

Yui YONEYAMA

昼間部2008年卒

昼間部2009年卒
Biography

Biography

1986年熊本県宇城市出身。熊本県立宇土高等
学校卒業。2008桑沢デザイン研究所総合デザ
イン科卒業。09〜（株）SHOEI（ヘルメットメー
カー）商品企画部デザイン室グラフィックデザイ
ナー。ヘルメットのグラフィックモデルを開発し
ている。

埼玉県出身。武南高等学校卒業。2009年桑沢
デザイン研究所総合デザイン科卒業。カトウ
アーキテクトオフィス在籍を経て、
（株）丹青社
CS事業部デザイン統括部デザイナー。

rInt e
view

❶ 正直言うと学生時代の課題はほとんど覚えてなくて思

rInt e
view
ろ
あのこ

い出すのにかなり苦労しました。そんな中でも割と記憶に
残っているのがセブンチェアを実測して原寸図面をおこし
て模型をつくる課題で、その時はかなり長いこと同じ椅子
を観察しながら実測したりしていたので、
しまいにはセブ
ンチェアに愛着が湧いちゃって買おうかと思ったけど高す
ぎて断念したという課題です。以来家具を見るとその構造
が気になるようになってしまいました。

❸ ものをつくるということは同じですが、今の仕事はス

ペースデザインとかなり分野が違う職種なので「これは学
生時代の影響だ」なんて考えたことは今のところありませ
ん。あえて言えば、学生時代はいつも時間がなくて作品を
無理矢理に完成させていたことが多かったので、
自分でつ
くったものの完成度を客観的に測る力は学生時代の影響
で割と身についているんじゃないかと思っています。

❹ とにかく社会に出ると学生の時に考えてみたこともな
いいろんな面倒臭いことがめちゃくちゃあってやってられ
ません。
しかしやらないとしょーがないのでへーこらやりま
す。
これがまた疲れる。学校生活であーしとけば良かった
なんて後悔も社会に出てみないとわからないことなので
頑張って卒業してください。あとはとりあえず、高い授業料
を払って桑沢にいることを考えながら生活できたらそれで
いいと思います。
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話せば誰もが覚えている共通課題。社会人になると期間や
制約も多くその中で生み出すことに日々時間を費やしてい
ますが、
この課題は「まず手を動かす。そこから感じ取り、な
ぜこの造形ができたのか」を考える。もくもくと手を動かす
中で見えてくる感覚はモノづくりをする上で大切な経験だ
と思います。

❷ 学生として上京できる名目を得たことです。当時はそ

のおかげでちゃらんぽらんと都内を徘徊でき、ユルい気分
で友達と遊べたりしました。楽しかったです。今でもその人
たちは学生の時と同じ空気感で遊んでくれたりするので、
当時の桑沢に身を置いといて本当によかったなと思ってま
す。

❶ 基礎造形の「ハンドスカルプチャー」ですね。桑沢生に

オサウルス［3年通年／卒業制作 家具ユニット］
2パターンの座り角度を楽しめ、倒すとさらにテーブ
ルにもなるというまさに一石三鳥のソファ。形状もさ
ることながら名前もかわいい。

いま

ヘルメットのグラフィック［by（株）SHOEI］
ネオクラシックをコンセプトに開発されたジェッ
トタイプヘルメットのグラフィックモデル。左から
SEAFIRE、HAWKER、CARBURETTOR。2016年夏発
売予定！ 気になったら→http://jp.shoei.comを
チェック！

❷ 1年次の基礎造形を経てエレメント・インテリア・住環
境と3つの空間領域を整理して学べたことです。当時は先
入観なく学ぶことで自分のやりたいことを見つめ向き合う
機会ができたと感じます。卒業してからの実務経験では多
種多様に関わりトータルで提案することが多いため、特化
したデザイン手法を学ぶよりも広い視野から学ぶことは良
かったと思います。
❸ 彫塑からファッションショー出展まで経験したことは、
視野を広げさまざまなデザインの可能性・人の暮らしを考
える上で役立っていると思います。
また、
スペース専攻では
グループワークで取り組む課題が多くありましたが、
この
仕事はたくさんの方が携わり推進していくのが当たり前な
ので、あらゆる人の意見を取りまとめる難しさを学生時代
から経験できたことはとても貴重だったと思います。
❹ 桑沢は本当に立地が良い環境だったと思います。課
題に打ち込むことも大切ですが、最先端のお店や有名建築
が歩いてすぐ見に行けるので、学生の時に体感できたこと
は良かったと思います。一方でもっと探し回れば良かった
とも思います。特にスペースデザインは設計が実現に至る
までにピンとこないかもしれませんが……自分の思い描
いたもの、設計した空間が1/1スケールでできた時は本当
に感動します！

揺れる庭［2年後期／住空間デザインⅡB］
この課題では建築家・篠原一男氏が建てた住宅に隣
接する住宅設計をするもので、私が担当した住宅は
現存しない作品でした。実物を見に行くことができな
かった困難により、かえって建築家が持つ力強い理論
性に引っ張られました。そして設計手法を読み解き、
自分の作品へ反映させることができたと思います。
いま

和の実 花こうろ［by（株）丹青社］
現在は店舗などの商業空間やイベント、ショールー
ムなどの空間デザインを通してお客様の課題解決
をお手伝いする仕事に挑戦させてもらっています。
企画段階から施工して具現化するまであらゆるプロ
セスに携わります。写真は横浜元町香炉庵が立ち上
げた新業態ブランド「和の実 花こうろ」。お客様、パッ
ケージデザイナーとともに第一号店からお手伝いさ
せていただきました。
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" 海外でしか得られない経験や
視野の広さは
確実にあると思います "

増野絢子

Ayako MASUNO

昼間部2010年卒

2gra0du1a1
tion

" 今の仕事でも常に
相手にも自分にも
ワクワクを提供できるよう
意識しています "

若松 海

Kai WAKAMATSU

昼間部2011年卒
Biography

Biography

1984年東京都生まれ。2003年私立女子聖学院高等学校卒
業。07年東京農業大学農学部農学科卒業。10年桑沢デザイ
ン研究所総合デザイン科卒業。10〜11年ランドスケープ設計
事務所、インテリアデザイン事務所、ディスプレイデザイン事
務所などフラフラ彷徨う。11年上海に渡り、TOA Landscape
Architecture（日系ランドスケープ設計事務所）勤務、現職。

2011年桑沢デザイン研究所総合デザイン科卒業、Life + Shelter
associates（建築事務所）就職。同建築事務所の副代表であり、桑沢デザ
イン研究所の非常勤講師の相澤久美氏のもとで働くことを決める。11
年一般社団法人震災リゲイン設立・事務局長就任。同年に発生した東日
本大震災の支援団体を相澤久美氏と共に設立し4年間活動する。15年
株式会社クラップス就職・研究員就任。震災リゲインの活動から少し離
れ、現在の仕事に至る。

rInt e
view

❶ 篠原一男住宅の授業（住空間デザインⅡB）。篠原氏の

rInt e
view
ろ
あのこ

住宅や社会に対する考え方を知り、住宅建築の見方や印象
が、がらっと大きく変わったことを覚えています。自分が課
題で担当していた住宅にインタビューに伺えたことも、非
常に貴重な経験でした。設計者である篠原氏の設計意図
を分析し、実際にその住宅で暮らしているクライアントの
考えを伺うことができたことで、
より人の目線に立った実感
のあるコンセプトが提案できたのではないかと思います。

❷ 1年の基礎造形の勉強と、スペースデザインという
ざっくりした分野で空間全般幅広く学べたことです。
ランド
スケープはさまざまな要素が包括的に組み込まれていくこ
とが多いので、自分にとって良い経験でした（就活の時に
は進路を絞り込めず悩んだ原因になったけど）。あと、いろ
いろなデザイン分野に友達がいること。設計業界も世界が
狭くて偏りが結構あるので、他分野の友達がいることで救
われたり、刺激になることが多々あります。
❸ 仕事をしていると、桑沢教育の独自性を感じることは
よくあります。基礎造形力の展開と機知に富んだ柔軟な発
想が、桑沢教育の目指すところではないかと思います。理
屈や理論から入って造形するのではなく、感覚的に手を動
かしながら一方で考えていくのも特徴の一つかもしれない
ですね。仕事に追われる日々の中で、桑沢教育で培った強
みを活かして、足りない所は補いつつ、それを自分の個性
として感じるような仕事ができたら理想です。
❹ 日本の若者はアクティブさに欠けるという話をよく聞
きます。中国や台湾、韓国、東南アジアの学生は在学中か
ら海外を視野に入れ計画を立て活動しています。海外就職
を勧めているわけではないですが、海外でしか得られない
経験や視野の広さは確実にあると思います。国内外問わ
ず、興味のあることには旅行でもいいので、その場に赴い
て体験することを勧めます。仕事経験がなく、偏見を持た
ない頃にしか感じられないものも沢山あると思います。
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❶ 大松先生が担当されていた3年次の「スペースデザイ

ろ
あのこ

ン特論」です。毎週さまざまなデザイン業界に関わる方が
3時間ほど講義をする内容でした。講師のセレクションが、
現役でデザイン業界を切り開く著名なデザイナーから、一
見デザイン界に関係ないような方まで幅広くて刺激的でし
た。
また、気になる講師には授業後に質問したり、職場に案
内していただけないか相談することもできました。将来の
自分たちを想像できる最も貴重な時間だったと思います。

❷ デザインの概念を学べたことです。世の中にある「デ

森を楽しむ屋根窓の家［2年前期／住空間デザインⅡA］
「同じ景色でも人の視点の高さによって全く違った表
情が見える」をコンセプトに天気や自然環境をより身
近に感じる森の住宅を提案。今考えると、屋根面が全
部ガラスなので夏熱すぎるという問題があるけれど、
初めての住宅設計の課題ということで、先生がコンセ
プトを汲み取って評価してくれたのだと思います。
いま

ザイン」
という言葉は、見た目や形などの結果を意味するこ
とが多いですが、デザインには形のないもの、人と人を繋
げるものなどさまざまあります。桑沢では、デザインのプロ
セスをとても大事にしていました。それは、デザインとは、
いかに相手を想い、
どうすれば相手を幸せにできるかを調
べて、考えることがとても大切であるという教えだったと思
います。

❸ デザインの思考です。デザインにはあらゆる可能性

スーベニア［2年後期／現代建築論］
ある建築物のコンセプトや特徴を研究し、みやげもの
（スーベニア）をデザインする授業です。私は、ダニ
エル・リべスキンド設計、
「ユダヤ博物館」を対象にし
ました。稲妻のような特徴的な平面に着目。建物部
分が凹、その他の敷地を凸にした箱をつくり、そこに
ユダヤ博物館のイメージを刺繍したネクタイを納め
るというスーベニアを作成しました。
いま

があることを桑沢で学びました。そのひとつが人を「ワク
ワク」させることです。誰か（あるいは団体）が何かの実現
に困っているとき、
どうしたらそれが叶うのか、
プロセスを
いっしょに考えることも重要ですが、
ワクワクした気持ちを
提供することも大切です。それが最後の成果に大きく影響
します。今の仕事でも常に相手にも自分にもワクワクを提
供できるよう意識しています。
The Bund Finance Centre（上海外灘金融中心）
［by TOA Landscape Architecture］
外灘の商業オフィス複合施設のランドスケープ。
コン
セプトは「過去・現在・未来の風景が連続し発展して
いく上海の姿」。上海老街と浦東開発区をつなぐ敷地
内のメインストリートに時間軸を設け、桜並木を植え
ました。高層建築のファサードラインが地面に広がり
徐々にスケールダウンする、建築と一体となったラン
ドスケープです。

❹ デザインは「つくること」。桑沢でたくさん見て、知った
美しいもの、ワクワクするものを財産として、たくさんの人
のためにたくさんのこと・ものをつくっていってください。
そして、できればデザイン界とはかけ離れた業界に関わっ
て、デザインの視点を持ってその業界に新しい豊かな世界
をつくっていってほしい。デザインはどんなところでも、
ど
んなことでも実現可能です。
その気持ちさえあれば。

まちの将来をデザインする仕事［by（株）クラップス］
自治体の計画書。全国の地方自治体は、
まちの将来の
方針について国や県などの制度をふまえて、
そのまち
で暮らす人々とともにさまざまな計画書（総合計画、
障害者計画、子育てなど）
をつくっています。私はその
計画に関わることの調査・研究をして、自治体といっ
しょに計画書を策定する支援を仕事にしています。
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" アイデアの引き出しの
つくり方のようなものを
「哲学」の授業で
覚えたような気がします"

本橋麻衣

Mai MOTOHASHI

昼間部2012年卒

2gra0du1at3ion
中澤氷名子

Hinako NAKAZAWA

昼間部2013年卒

" 紙面やパソコンの画面で見るよりも
実物で見たほうが
絶対素材のバランスやテクニックを
学べると思います "

Biography

Biography

1990年東京都出身。2009
年 都 立 工 芸 高 等 学 校デ
ザイン科卒業。12年桑沢
デ ザ イン 研 究 所 総 合 デ
ザイン科卒業。12年コク
ヨマーケティング（株）入
社、設計部門に所属。

長野県立長野東高等学校卒業。
桑沢デザイン総合デザイン科
卒業。セントラルセントマーチ
ンズ（イギリス・ロンドン）ファッ
ションプリント科在学中。

rInt e
view

❶ 二つあります。大松先生の住宅の授業（住環境デザイ

rInt e
view
ろ
あのこ

❶ 山口先生が教鞭をとられていた授業（スペースメディ

ンⅡB）
と内田先生のエレメントの授業（エレメントデザイ
ンⅡA）。
どちらも展示するというところまでできたことが印
象に残っている課題です。人に見せる場をつくることで作
品の完成度も上げられましたし、ただつくるだけに留まら
ず第三者の反応を見ることができ、それが良い体験になっ
ていて印象に残っています。

ア論Ⅱ）です。デザインの授業から離れて、
『惑星ソラリス』
や『ベルリン天使の詩』、
『デカローグ』などの映画から、
『禁
枝篇』や『闇の奥』などの小説までさまざまな分野の名作を
幅広く授業で紹介、解説して下さり、当時流行りのものばか
り追いかけていた私の狭い視野を広げるきっかけを与え
てくれて、哲学的な思考を養うことができました。

❷ いろんなことを幅広く学べたこと。浅くても知らないの
と知っているのとでは全然違うと思っています。あとは哲
学の授業（スペースメディア論Ⅲ）があったのも、今になっ
てよかったと思います。
アイデアの引き出しのつくり方のよ
うなものを哲学の授業で覚えたような気がします。桑沢だ
けに限ったことではないと思いますが、それぞれの先生の
好きなことに対する熱意が好きで、真摯な思いがその時の
私のモチベーションになっていました。

❷ 分野間の隔たりがなく、いろんな分野の友達と情報
を共有できる環境があったので、勉強していた分野以外
のことも分け隔てなく興味をもてたのがよかったなと思い
ます。桑沢祭では友人とインスタレーションを発表したり
ファッションショーに参加したり、
自分の分野以外の作品を
公開する場を持てたのもいい経験でした。

magazine［3年通年／卒業制作 藤原敬介ゼミ］
造形的な美しさではなく、そのものが持つ意味の捉
え方や社会が生み出す大量生産品への疑問を表現
しました。
どんどん新しいものが発刊され、情報が古
くなれば淘汰されていく雑誌を椅子につくりかえま
した。たまに現れる日本語の情報が雑誌らしさを残
していて、結果的に面白い表情のマテリアルになり、
お気に入りの作品です。

❸ 学んだこととは少し違うかもしれませんが、友達や先

生との関わりは今でもずっと続いていて、学生のころとは
違う形で関わりを持てて刺激をもらっているので、仕事に
もかなり影響されていると思います。先生や友達と仕事で
つながるなんてこともあるし、助けてもらうこともあります。
勉強も大事だけど、人との関わりも大事だなと社会にでて
実感しました。

いま

❹ たくさん勉強してください。授業中に寝てしまうことも
多々あったのですが、今思えばもったいないなと、
とても後
悔しています。社会人になった今、真剣に聞きたい講義が
たくさんあったなと
（でも、すごい眠いんですよね）。そん
な後悔もありますが振り返れば楽しいことだらけの学生時
代、勉強も遊びも思い切り楽しんでください！そして学生時
代も最高ですが、社会人も最高です。いろんなことを身に
着けて楽しい社会人になりましょう。
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某企業オフィスエントランス［by コクヨマーケティング（株）］
鳥取に新社屋を構えるという案件で、企業がその地
に根ざすようにという思いを込めて、土地との親和性
を考えながらデザインしました。企業×鳥取をイメー
ジしたグラフィックデザインまで手がけた作品です。
誰かに気に入ってもらって感謝されるという感覚は
ものをつくる上での醍醐味だと気づかされました。

❸ 今はイギリスでテキスタイルとファッションの勉強を
していますが、桑沢の機能美を追求するバウハウス的な思
考はいつもベースになっています。ただただ装飾するのは
インパクトもあり解りやすく簡単ですが、最小限の選択肢
でシンプルなシルエットに美しさをつくり出すのは難しい
ことだと感じるので、たまに桑沢で学んだことを考え直した
りします。
❹ 授業の合間にいく渋谷のおしゃれなカフェや家具屋、
セレクトショップが桑沢で作品をつくるインスピレーショ
ンの源でした。
自分よりセンスのある人は山ほどいるので、
紙面やパソコンの画面で見るよりも実物で見たほうが絶
対素材のバランスやテクニックを学べると思います。渋谷
という立地を生かして色々な展覧会やお店に行ってくださ
い！

ろ
あのこ

みえること［3年通年／卒業制作 藤原敬介ゼミ］
4mmにカットした塩化ビニルシートをかぎ編みにし
てつくられたパーテーションです。編み込むことで生
み出された光の模様は、障子のような曖昧模糊とした
日本の伝統的なパーテーションのように作品の向こう
側を映し出し、夢幻泡影な空間をつくり出します。
いま

ドレス［by 中澤氷名子］
19世紀末から20世紀初頭に流行したアールヌー
ヴォーや東洋趣味、産業革命などの時代背景をテー
マに、当時使われ始めた金属と伝統的な素材のミッ
クスされたインテリア用品や建築から着想を得てド
レスとそのテキスタイルをつくりました。
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2gra0du1at4ion
立石遼平
Ryohei TATEISHI

2gra0du1at5ion

" 大量に積み重ねることで、
やっとそこで発見が
生まれるような気がします "

二反田涼子
Ryoko NITANDA

昼間部2014年卒

" 卒業してから一番感じたことは、
「自分が何も知らないこと」
です "

昼間部2015年卒
Biography

Biography

1987年千葉県生まれ。2006年千葉県立国
府台高等学校卒業。11年東京理科大学工
学部電気工学科卒業。14年桑沢デザイン
研究所総合デザイン科卒業。14年渡邉健
介建築設計事務所勤務。15年武蔵野美術
大学造形学部建築学科編入学。

2012年都立東久留米総合高校卒業。15
年桑沢デザイン研究所総合デザイン科卒
業。15年トランスアーツトウキョウにてア
シスタントスタッフ。16年（株）age入社。

rInt e
view

❶ 1年次の「空想空間（基礎デザイン、空間演出）」です。

rInt e
view
ろ
あのこ

この時初めて空間をデザインしたのですが、当時はあまり
空間に興味がなく、先生のアドバイスも聞かずに軽い気持
ちで制作していました。
しかし作品が完成すると、今まで知
らなかった心の底から湧き上がる感覚が投影されていて、
別人格と対話しているような不思議な感覚になりました。
この無知ゆえに純粋で尖った作品は、
自分の空間に対する
原点であり、
さまざまなことを教えてくれる存在です。

❷ デザインの引き出しをたくさん持てたことだと思いま

す。空間の知識だけでなく、基礎造形やグラフィック、
ファッ
ション、
プロダクトなどの専門外の知識を、制作を通じて実
際に手を動かしながら学べたことは、回り回って空間に対
しての視野を広げてくれたと思います。建築を専攻してい
る今でもその時の経験は大きく、建築を文脈にしながらも
横断的に思考を広げられることは、建築の新しい可能性を
生み出せる条件の一つだと思っています。

n通りのコリドー［3年前期／住環境デザインⅢA］
空間だけでなく周りの環境や背景を汲み取ったデザ
インがしたくて、大きな課題にトライしたことを覚え
ています。
この作品は未熟ながらも僕にとっては今後
への所信表明のようなものとなり、
ここで得た経験が
建築をより学びたいと思うきっかけとなりました。

いま

の中にあるものは全て何かに影響を及ぼしていて、デザイ
ンはそれを意図して行えるのだと改めて学びました。普段
から何気なく使っているものにもさまざまな意図があって、
人がその意図に則していたり、逆に人がものに対し何かを
して意図を生み出していたり…その相互性に気づいた時、
普段から見ている景色がとても面白いものに変わりまし
た。仕事でも、人の行動を起こさせるデザイン、人に影響す
るデザインを意識しています。

❹ 桑沢生はたくさんの引き出しを持っていると思いま

kuwaspe15-16_0713.indd 14-15

「弱さのデザイン」です。興味のないことにも
❷ 内田ゼミ
目を向け、何気ないものも意識することで、当たり前にある
ものへの見方が変わりました。それまで装飾的なものや一
見意味のないようなものにあまり興味を惹かれませんでし
たが、物理的な豊かさだけではなく、心を豊かにするもの
に価値があるということを学びました。現代社会を生きて
いく上でどうしたら心の豊かさを取り入れられるのかをと
ても考えました。

折々の扉［3年通年／卒業制作 内田 繁ゼミ］
あの頃はとにかく自分の考えた問題や現象を形に
するのに精一杯で、その先まで考えることができず、
もっとこうしておけば、
と反省することばかりです。け
れど時間をかけて
「弱さのデザイン」についてみんな
でいろいろ話したり、考えることができたことは本当
にかけがえのない、良い経験だったと思います。

❸ 藤森泰司先生の授業（エレメントデザインⅢA）で、世

います。桑沢では造形力のトレーニングをみっちりと仕込
まれたので、たくさんアウトプットすることをデザインの起
点としています。そこでは質やオリジナリティではなく、真
似でもいいからとにかく量をつくること。それを大量に積
み重ねることで、やっとそこで発見が生まれるような気がし
ます。ただ、
ちょっと泥臭すぎて効率が良くない感じは正直
しています（笑）
。
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ろ
あのこ

忘れられません。立方体二等分割、棒立体、ハンドスカルプ
チャーなど、単純な法則から、
さまざまな形に転換出来るこ
とに驚きました。単純な法則だからこそ、人の捉え方次第
で形が全く変わることがとても面白かったです。高校を卒
業したての私にとって、初めてのことばかりで、頭の中をぐ
るぐるとかき混ぜられてるような感覚でした。

❸ とにかく手を動かして身体でデザインすることだと思

す。ただ僕はその引き出しの引き方が分かっていません。
未だに引き出すタイミングや組み合わせを試行錯誤して
います。きっとそれを習得するには、たくさんトライして、た
くさん失敗して、たくさん苦しむしか方法はないのだと思
います。
とてもバカバカしくて面倒ですけど、その単純な積
み重ねが自分のキャパシティを少しずつ押し広げてくれる
気がします。ぜひ驚くようなものをつくってください。

❶ 1年生のときの基礎デザインの立体の授業は本当に

湛える家［武蔵野美術大学での課題］
花屋を営む夫婦と子のための家。住宅の中心に9本
のRCの柱を立ち上げ、各階の床を貫く。そうして柱に
纏わりつく床が、さまざまな高さをもつ立体的な吹
き抜けによって結ばれます。多孔質なスポンジのよ
うに編み込まれた空間が、街の時間を吸い込み滲み
出ることで、たくさんの振る舞いを見せます。

❹ 卒業してから一番感じたことは、自分が何も知らない

ことです。知らないことは、
とても勿体ないことだと思いま
す。卒業後、今まであまり興味のなかった仕事に触れる機
会があったのですが、その時自分が興味なかったのは、そ
のことを全く知らなかったからだと強く思いました。興味の
ないことも知れば好きになれるかもしれません。たくさん
色んなことに興味を持って向き合って欲しいと思います。

いま

店舗設計［by（株）age］
進行中物件のため、詳細は非公開。現在アシスタント
デザイナーとして図面、模型にて4物件担当中です。
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課題1

1年次は、2年次で専攻（スペース、
ファッション、
プロダクト、
ヴィジュアル）に分かれる前に、すべての基礎となる

Basic Design

造形演習（平面、立体）を1年間学ぶ。
この「空間演出」もそのひとつ。第1課題は基礎造形から家具的スケールへ

基礎デザイン（空間演出）
lecturer

段ボール・スツール／
シブヤ○○スペース
マル

1Aクラス：浦田孝典、藤原俊樹

マル

と思考を発展させるために、段ボールのスツールをデザイン。第2課題は、空間課題として、いま新しく開発され
つつある渋谷駅周辺を題材とし、今年はパルコパート3の路地に空間を提案するものであった。

1Bクラス：稲垣留美、藤原俊樹
1Cクラス：鈴木真弥、大松俊紀
1Dクラス：北岡節男、大松俊紀

マル マル

段ボール・スツール

課題2 シブヤ○○スペース

triangle stool

Halloween pumpkin

澤木萌子（1Aクラス）

髙倉妙子（1Bクラス）

うつろい
細沼 舞
（1Aクラス）

PARCO工房
三木まひる
（1Bクラス）

Diamond Stool

TWO LEGS

オウ・ショウイ（1Cクラス）

董 懿萱（1Dクラス）

show
window
細田亜貴
（1Cクラス）

HOKE
安川流加
（1Dクラス）

18
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Element Design ⅡA

日常生活の中で体感している空間を考察し、実際に家具などの3つのインテリアエレメントをグループで制作。

エレメントデザインⅡA

それによりつくられる空間を表現した。1グループは6〜7人。低温乾燥によって材料の可能性を拡げた杉材を主

3つのインテリア・エレメント

Nokoriga
伊藤健太郎
岡島 鈴
須藤眞美
髙橋実桜
陳 均律
友谷菜緒子

に使用することで、使用される材料にも着目し、材料特性や製作方法も学ぶことができた。西麻布にあるギャラ

lecturer

リー ル・ベインにて作品発表展を開催し、来場者に実際に家具を体験してもらった。

水谷雅文

この3つのエレメントのテーマは「本」。本は人の歴史や思いがたくさん詰まっている。そこで本を媒介として人
を集める仕掛けを考えた。
このエレメントに誰かが本を残して去る。そして次に来た人が間接的にその人と繋
がっていく。
この3つのエレメントに人々の思いが蓄積される。
こうしてでき上がっていくのがnokorigaである。

㎥
郡司奈摘
小久保竜季
高藤秋穂
チョウ・ケンユ
長澤一樹
山下紗良
渡邉早織

移動式BARとして機能するエレメント。ある関係性を持ったモノ同士が互いに離れていくことで、そこには意識
される空間が生まれる。六角柱を三等分した形の棚の中に収まるカウンターテーブル、照明、
スピーカーを制
作。六角柱に収まったまま公園に運び、棚同士を少しずつ離していく。キャンドルを灯し、
スピーカーで音楽を
流せば、そこは人が集まる
「BAR」つまり空間になる。

さまざまな距離感によって空間の質が変化する

20
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ギャラリー ル・ベインでの展示の様子
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Element Design ⅡB

公園のようなパブリックスペースに、自分のプライベートな居場所をつくるエレメントを提案する課題。ひとりで

エレメントデザインⅡB

持ち運べて、簡単に設置でき、自分もしくは仲間と楽しいひと時を過ごし、
また持ち帰れる家具以上（服以上でも

マイパブリックスペース

OSHIRI AI
伊藤健太郎

いいが）建築未満のエレメントを提案する。実際に公園へ持って行き、土の上に置き、
自分で使用し、楽しみ体験

lecturer

してもらうことで、自ら
（デザイナー目線で）つくったものを、自ら
（ユーザー目線で）体験して、評価できる能力を

長岡 勉

誰が見ても面白く、好奇心をくすぐるものをこの課題で試してみた。
スツールにもなり、持ち運びにも便利な
ようにリュックのような造りを施したものである。そうすることで、
どこででも自分のパーソナルスペースを広
げることができるようになる。実際に、
このスツールの内側は空洞になっているため、物をしっかりと収納でき
るようにもなっている。
リュック兼スツールという新しい発想の提案である。

養うことを重視している。

Tetra-Picpack
小久保竜季

1

断熱シートでできた簡易テントである。
シートの張りを利用することで、硬いリブを使わずにファスナー
を閉めるだけで立ちあがる構造になっている。
ファスナーを開けると1800×1800mmの平面になり、
小さく折り畳んで簡単に持ち運ぶことができる。断熱シートを使っているため内部は暖かく、雪上でも
使用可能である。

2

3

22
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持ち運び可能なパブリックスペース

1：広げる｜2：入る｜3：閉める
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空芯
雜賀知里

Element Design ⅢA

「家具」は、あまりにも当たり前のものとして常に日常に横たわっているが、そのありようは必ずしも固定的なもの
ではない。かつての日本人の暮らしが「椅子」を必要としていなかったことを考えてみても、それが常に変化して

エレメントデザインⅢA

身体を預ける道具／家具から空間へ

lecturer
藤森泰司

「空芯─空気に溶け込み、体を支える芯となる。」家具と空間とのあり方を考えてみたかった。周りの環境を取り
込み、風景に溶け込む、そんなパブリックファニチャーを目指した。重力を忘れ、
まるで空気になったように、
自然と
共にゆったりとした時間を過ごすことができる。自分も自然の一部になる感覚を得られる。公園や庭園、山、ゆっく
りと流れる川の上流に置きたい。

いくものであるということが理解できるだろう。
この演習では、
「家具」を椅子やテーブルといったアイテムとして
ではなく、
「身体を預ける道具」
としてより自由に捉えていく。言い換えれば、極めて日常的な道具である
「家具」を
通して空間／環境へ向かうこと、
自らが生きる場所へどのように身を置きたいか？ということを考えていく。

rambu stool
塩田優奈

18,000本の結束バンドを用いたスツールである。結束バンドを手作業で、ひとつのルールに従って一本
一本編み込み、球体をつくり上げた。結束バンドの特徴である、止め加減を調節できること、一度締めたら
人の手ではなかなか解けない頑丈さを応用し、丈夫で弾力のある独特な感触を可能にした。

制作プロセス

鏡面によって自然の一部になる
スケッチ

24
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Interior Design ⅡA

倉俣史朗とISSEY MIYAKE、北岡節夫とYohji Yamamoto、河﨑隆雄とCOMME des GARÇONSなど桑沢出身のイ

インテリアデザインⅡA

ンテリアデザイナーとファッションブランドとの関わりは強い。
インテリアを初めて学ぶ前期は、渋谷Parco Part 1

Parco + COMME des GARÇONS

─インテリアデザインとファッションデザインの融合

BLACK×BLACK
伊藤健太郎

lecturer
藤原俊樹

COMME des GARÇONS BLACK の力強くシンプルな服のイメージから、空間もシンプルな構成に
し、商品陳列で空間を仕切るデザインとした。PARCOの正面玄関から見えるショップの外観は、
BLACKの持つ力強くスタイリッシュなデザインとなるように工夫した。正面の大きなガラス壁面に
は、同じ写真を間隔をあけて二枚設置することで、見る者に良い違和感と好奇心を与える。

に立地するCOMME des GARÇONSのショップを設計するという課題を通して、商空間設計のプロセスを学ぶ。壁
面グラフィック、サイン計画まで含めたインテリアデザインのプレゼン模型制作を目標としている。空間を「仕切
る」
ことから、空間とモノとの関係や空間とヒトとの関係が生まれることを認識してもらう基礎訓練である。

Irregular Graphic

2015年春夏のJUNYA WATANABEは、丸や四角といったシンプルな図形と鮮やかなカラーに

菅原彩音

テーマである
「hybrid」を図形と色で表現している。

着目している。
コンパスや定規で描いたようなポップな図形と、ビビッドな色で鮮やかに彩ら
れている洋服と、同じ形がひとつもない不規則な形で構成された空間を対比させた。今回の

俯瞰したインテリアの様子

黒を基調としたインテリア

不規則な形の什器デザイン

26
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Interior Design ⅡB

地域のコミュニケーションが薄れ、行き過ぎたストレスが蔓延する現代。
「もしもデザインの力で世界を救えるの
なら？」
というテーマで、
どうしたら豊かな社会を空間のデザインで導けるのかを学ぶ授業。前半のリサーチ課題

インテリアデザインⅡB

部
昼間
生
2年

lecturer

もしもデザインの力で
世界が救えるのなら？

Mado café

がら共通の課題を認識するプロセスを学ぶ。
また後半の設計課題では、渋谷で路上生活する女の子たちを支援

遠藤幹子

少女たちがカフェのスタッフやお客さんと繋がりを持てること、多くの人々にとってわくわくできることを目
的に、
「壁に空けられた窓」
というモチーフを使って、人と人のちょうど良い距離や、繋がり、
コミュニケーショ
ンの楽しさを生み出す風通しの良い空間をデザインした。

小久保竜季

では、
「わたしの居場所」をテーマに、
自分ならではの社会に対するまなざしや問題意識を育み、他者と共有しな
するNPOをゲストに迎え、
「彼女たちの居場所」をテーマに、具体的な敷地とプログラムに対して、彼女たちのた
めの、空間のデザインを提案した。

カフェまちあかり
村山真帆

不安や生きづらさを抱えた少女たちが、心を落ち着けようと夜の街に紛れ、
トラブルに巻き込まれるこ
とがある。
少女たちが不安から逃げた先に、
もっと安全で心がふわりとはずむ夜の街があれば。
そこで、
不安な時にいつでも行ける、
ファンタジックな夜の街をテーマにカフェをデザイン。併設された少女保
護などを目的としたNPOの事務所とカフェの個室が、
自宅のようにあかりを灯して迎えてくれる。

1

4

B'

1

マンション

弊：厚100, h2000
△敷地境界

8000

800

200

通路

5

△敷地境界

カーポート
中庭

8000

キッチン
カウンター
中庭

入口

トイレ
休憩室

BOND
植栽

歩道

OFFICE

軒下

通路

8000

車道

A

A'

トイレ

ビル

シャワー室 トイレ

ビル通路

入口

BOND/ 少女たち専用通路

▽敷地境界

N

B

▽敷地境界

EV

1500

7000

7000
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7000

6

歩道

軒下

通路

マンション

8000

GL

A

A'

200
800

ビル

ビル通路

入口

洋服屋
EV

▽敷地境界

通路

植栽

200

マンション

1000

車道

ケーキ屋

N

B

1：中庭の窓際には少女たちが育てたハーブ。この
ハーブが媒体となり少女たちとスタッフの対話が生
まれる｜2：場所による床面の色の変化によって違っ
た雰囲気の空間を楽しめる｜3：少女たちが育てた花
を自作の花器に生けて窓枠に展示する。カフェ客は
コメントをポストに投函する。少女たちはその間接
的なつながりにより少しずつ自信を持てるようにな
る｜4：右が少女たちとスタッフ用の通用口。入るとポ
ストが備えつけてあり、そこにカフェのお客さんから
のメッセージが届く｜5：壁の窓枠はテーブル、
カウン
ター、腰掛け、展示台、庇になり、来店者はめいめい好
きな場所に落ち着ける｜6：平面図

▽敷地境界

3
B'

2

1500

2

3

7000

7000

7000

4

1：店内は街中のようにレンガ造りの個室が並び、好きな個室で食事ができる。街の住人である着ぐるみ店員が歩いている。着ぐるみ店員になること
は少女の苦手意識克服の第一歩｜2：個室は2名席でソファのようなゆったりした椅子を置いた。
また、街では明かりづくりが体験できる。店内では
みんなの明かりが主な光源になる｜3：保護されている少女の小部屋も街の家のひとつ。仮眠用のベッドが一台ある。窓から店内を覗くと、街に住
んでいるよう｜4：平面図
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Interior Design ⅢA

授業の前半では、身近な身体をサイトとして調査分析の手法の研究を行った。その手法や身体で分かったことを
実際の渋谷駅周辺のリサーチに活かして空間デザインに発展させた。ボディマッピングでは気軽に実験できた

インテリアデザインⅢA

ボディマッピング＆しぶちか商環境計画

Body Mapping about the Feet
鍾 孟穎

ことも、実際のサイトでは困難である。身体の特徴は毎日の生活のなかで、分かりきっていると信じているものだ

lecturer

が、その法則や傾向にはメカニズムが存在する。それはわざわざ証明しなくてもだいたい説明ができることが多

中山定雄

足の裏の研究を行った。人間の体を支え、
日常生活の中で1日の半分以上、
靴などで隠されている足は、疲れた時に踵を上げるなどの動作によってリ
ラックスできることに興味をもった。長時間、足の裏全体が床と接触すると
どんな姿の時に足が楽なのか？ 床と足
疲労を導く─という仮説をたて、

いのだが、空間も同じように平凡な理由から想像される現実がある。それは固定概念であり、地道な研究から発
見された引き金を大事にしたいと思う。

しぶ地下ストレスフリー計画

私たちは渋谷がどのような街なのかを中心にリサーチをした。騒音や人ごみによっ
て
「ストレスが溜まりやすい街」渋谷は、映画館が多く劇中でもよく登場する
「映画の
街」
でもあると考えた。
そこで、通路を歩きながらストレスを発散できる施設、映画の

新井美月／吉田育未

待ち時間の暇つぶしや観賞後に感想を語り合える個室休憩所をそれぞれ提案した。

が接触する角度や重心にどのような関係があるのか？ などを追求し、検証

＊リサーチは新井と吉田合同で行い、最終作品は別々。

することを試みた。

映画ジャンル

NHKスタジオパーク

日本国内歴代総合興行収入ランキング１位から１００位

渋谷消防署
渋谷区役所

ー

宇田川町
通

頭

の

井

出口

ー

り

出口

神南小

東急ハンズ渋谷店

PARCO

神南郵便局前

ラ

ラ

ー

ー

の

井
り

通

頭

みやしたこうえん

ー

神南一丁目

道玄坂二丁目

井の頭通り入口
西武渋谷店A館

ラ

方
SHIBUYA109

ハチ公像

カ

ヒカリエホール

渋谷駅

ー

渋谷マークシティ

カ

ラー

渋谷警察署

道玄坂上交番前

合同リサーチ

新井美月

吉田育未

映画の上映時刻表

平面図

ー

出口 1 方面
断面図

断面図

0

1

2

3

4

5

6

7

8(m)

出口 2 方面
カラー

0

壁面にポスター
ー

売店

カフェスペース
2200
1800

2200
1800

2200
1800

渋谷は小さな映画館が多く、昔から映画の街でもある。
「しぶちか」の通
路空間に映画館の上映情報などの掲示と共に、
それを見ながらくつろぐ
カフェを点在させた。

30
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1

2

3

4

5

6

7

8(m)

断面図

「通勤通学最中にストレスを発散する」がテーマ。触れ合うことでストレ
スを発散する。探検するかのような気持ちで遊び、お気に入りのストレ
ス発散場所をつくる。
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Residential Environment Design ⅡA

課題の前半は5種類の「空間ユニット」について考え、設計する。それぞれのユニットは、
「身体を洗う場、排泄す

住環境デザインⅡA

る場」、
「料理して食べる場」、
「寝る場」、
「くつろぐ場」、
「自然を感じる中庭」
とする。後半に総集編として、
これらの

「行為から考える空間ユニット」総集編
─3×3 HOUSE（nine grid house）

対称の家
チョウ・ケンユ

ユニットを効果的に組み合わせて豊かな一軒の住宅を設計する。ユニットの数は9つとし、基本は3×3ユニット

lecturer

（10.8m×10.8m）の正方形平面で平屋の住宅とする。5種類の空間ユニットに加え、足りない4ユニットはこれま

田井幹夫

二世帯住宅の設計。世帯間の価値観の違いはストレスが発生する原因でもあるだろう。家族が自分の時間や
空間をつくるのは大切なことなので、空間の間取りで世帯間のプライバシーを確保する。キッチンは両世帯
共有。それ以外はキッチンを中心とする点対称の間取りとした。両世帯の広間と庭を組み合わせて新しい空
間を生み出すことができる。そのような空間は最大限の自由度を表現できるのではないだろうか。

でに設計したユニットをアレンジするなどして、必ず合計で9ユニットになるように設計する。

豆の家
山下紗良

一つひとつの行為を抽象化し設計した9つの各部屋を、改めて一つの家の塊として隔てなく落とし込む。
このこと
で、
より人が行為から行為への移り変わり、家族の生活音や時間の共有など、共に暮らすことでしか生まれない関
係や意識がより強調されるのではないかと考えた。中央の豆の形のステップは全室に繋がっており、家族間での
コミュニケーションの重要な場として使用されることを目的とした。

2

2

3

3

4

1

1

1：キッチンはこの家の中心である｜
2：親と子世帯の空間がはっきりと分か
れる｜3-4：親の部屋は木などの柔ら
かい素材、子どもの部屋は金属系素材
を使っている｜5：ドアで自由に家の間
取りをつくる
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4

5

1：住宅中央にある
「豆の間」全体像。住宅に物
質的な繋がりと精神的な繋がりをつくる場｜2：
「雨の間」
（中庭）。半屋外である中庭は玄関で
もある。天井からの水路をつたい雨が流れる。
流れた雨はキッチン上部の家庭菜園の散水に
利用する｜3：
「日の間」
（寝室）。天窓からの日
光により、部屋自体を日時計とした｜4：
「石の
間」
（トイレ・浴室）。階段が空間を仕切る。下を
くぐればトイレと浴室へ、上れば豆の間へと向
かう通路になっている｜5：平面図

5
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柱の街
郡司奈摘

Residential Environment Design ⅡB

過去に桑沢でも教鞭を取っていた建築家・篠原一男の住宅研究を通して、戦後の住宅史を学び、最終的には各

住環境デザインⅡB

自が担当する篠原住宅の隣に、新しい住宅を設計するという課題。
まず、彼の著書『住宅論』を読むことから始ま
り、模型と図面によるトレース、空間分析、そして
「上原通りの住宅」などの見学といったプロセスを踏む。課題の

lecturer

ふたつの住宅論

目的は、決して篠原一男のデザインをコピーすることではなく、あくまで現代の住宅設計に対する問題意識を明

大松俊紀

「花山第3の住宅」には二つの特徴的な柱があり、
この柱の周りで起こる生活が重要だと考えた。
この住宅が建てら
れ約40年の月日が経ったが、私たちの生活は変化し続けている。柱を15本に増やし、一つの行為と一つの柱を絡
めるように設計した。便利になったり、複雑になったりする私たちの生活だが、何が本当に大切かを考えさせてく
れる、
そんな住宅を目指した。

確にすることにある。

重ね合わせる住宅

「高圧線下の住宅」は、高圧線の影響を受けた形状をしているが、その外的要素が内部の生活に
反映されていないと感じ、高圧線に加えて車と自然という外的要素を取り出し、外部の存在や影
響を意識して暮らす住宅を考えた。同じ円弧のディテールと色、各部屋の床をずらすことによっ

菅原彩音

て、外的要素と家族の生活を重ね合わせて日常を送る。家族と外部のつながりをより意識し、
日常
を考えたり、見つめ直したりして日々を過ごせると考えた。

1

2

2

3
高圧線

高圧線

車
高 圧 線 の 形 が そ の まま 使 用 され 、
円弧のディテールが生まれる。

3

1

高圧線に加え、車庫と通路部分を外的影響の場とし、
円弧のディテールを作り出す。

4
高圧線

高圧線

車
高 圧 線 の 形 が そ の まま 使 用 され 、
円弧のディテールが生まれる。

7

高圧線に加え、車庫と通路部分を外的影響の場とし、
円弧のディテールを作り出す。

5

5
1-3：内観。
カラーリングを施された円筒状の通路とスキップフロアが、内部と外部のつながりをより
深く意識させる｜4：ダイアグラム｜5：外観。左が重ね合わせる住宅、右が高圧線下の住宅｜6-8：左
から1階、
2階、
3階平面図｜9：断面図

6

通 路 に色をつ け、各 部 屋 の 床をずらすことによって、
外的要素と家族の生活を同時に感じる。

8

ン

ン
チン

チン

2100

2100

4

通 路 に色をつ け、各 部 屋 の 床をずらすことによって、
外的要素と家族の生活を同時に感じる。

通

通

玄

1-3：2階。林立する柱ひとつひとつに、ひとつの行
為が割り当てられている｜4-5：2階俯瞰。中央の
柱から交互に方杖が延びる｜6：左）花山第3の住
宅、右）柱の街｜7：断面図｜8：2階平面図｜9：1
階平面図
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Residential Environment Design ⅢA

住宅はその境界が硬すぎる。現在普及している住居ユニットを疑い、今までとは違う単位や形式で家族や個人
が集まり、住まうことを提案する。課題のキーワードとして設定した「Blending」は、
「混合」
「融合」などの意味があ

住環境デザインⅢA
lecturer

Blending Housing

雜賀知里

渋谷のまちの観察から、空間やアクティビティが「Blend」する仕組みを各自が開発する。抽象的なコンセプトか

渡邉健介

─新しい都市の住まい

SLANT×POROSITY

る。互いの生活が交じり合い、近隣や都市に対して開く住宅とは。
ら、具体的な空間の提案までを、段階的な指示による発見的なプロセスを踏むことにより、
自ら想定しなかったよ
うな新たな住まい方、空間の可能性を探求している。

渡辺真理
木下庸子

原宿駅前の集合住宅の計画である。斜めの面とそこに開く孔によって、
「距離」
「角度」
「高さ」
の混ざる、都市的な状況をつくり出す。孔と斜めの面の隙間を光と風が通り、快適な住環境と
なる。路上のアーティストたちが奏でるメロディが斜めの面に反響し、孔を通って耳に届く。
孔を通して視線を交わし、実際にそこを通り抜け、人が出会い、近隣に友人や家族のような関

Trip House

原宿は外国人観光者が大勢訪れる場所である。その中
で彼らは、いろいろな物や人との出会いを楽しんでい
る。そこで街との繋がりや、
さまざまな「出会い」のある集

鍾 孟穎

合住宅を設計した。都市の観察から得た、糸が絡み合う

係をつくり出す。角度のゆるい斜めの面は町から連続し、町の人も住人も、そこをわくわくし

コンセプト模型をもとに、動線、空間が繋がりながら絡み

ながら歩きまわる。

合う空間を提案している。住民は全階に繋がるパブリッ
ク／コモン内の階段を利用し、寝る場所以外を全て共有

3

1

している。曲線を使った空間が立体的に展開し、移動す
ることで新しい場面や人と出会うことができる。

1

2

3

k itchen
terrace

d inning
terrace

toilet

room K
room D
bath

room J

terrace
room E

2
4

room M

salon

terrace

room L
room F

terrace

room G

livingroom

bath
terrace
terrace

showroom

showroom
terrace

terrace

GAP
terrace

toilet
room
living

5

salon

出

showroom

room A

room H
room I

terrace

4

room B

room C

d inning
showroom
k itchen

stu d io

caf e
showroom

1：イメージパース。SLANTは「斜め」
、POROSITYは「多孔性」の意｜2：こ
こで起こるさまざまな現象をイラストで表現した｜3：コンセプトダイ
アグラム｜4：特徴図｜5：構造ダイアグラム｜6：模型

36
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6

5

6

1：コンセプト模型｜2：ダイアグ
ラム｜3：断面模型｜4：イメー
ジパース｜5：平面図。下から1
階〜5階｜6：断面図
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Interior CAD Ⅱ

間が想像しやすいように素材感や家具イメージなどのビジュアルを多く取り入れた住宅や店舗など、建築空間

Vectorworksを使用したインテリア、
家具の作図

空き地の家
小久保竜季

Vectorworksを使った図面の基本的な描き方、表現の仕方を学ぶ。前半は施主にプレゼンすることを想定し、空

インテリアCAD Ⅱ

の図面を目標とする。後半では家具の発注を想定し、つくり手にとって必要な情報は何かを考えながら、
また線
の太さや種類など、一本の線が持つ意味を意識しながら詳細図を作成する。用途や相手によって必要な情報は

lecturer
高山和憲

変わるが、図面を描く一番の目的は相手に自分のデザイン意図を伝えることである。課題ごとに誰に対する図面

中島崇行

この家は一人暮らしをする母親のための住宅である。明るい性格の母親なので、賑やかな生活が送れる家
を考えた。住空間をコの字型にし、空いたスペースを空き地として外に開放することで、そこは子どもたち
の遊び場となり、空き地を挟んで地域の子どもたちと母親とが繋がる家となっている。図面を作成するにあ
たって、色や線の強弱によって見やすい図面になるよう心掛けた。
また、自分が設計した住宅のイメージが

なのか、何を伝えればいいのか、
を意識して取り組み、実務を想定した技術習得を目指す。

polyhedron

エレメントの課題で制作した多面体の小屋の図面。3Dの図面を作成するにあたって、展開図から立体を

菅原彩音

わせて表現することで、見る人に分かりやすく伝えることができた。

起こしたり、同じユニットを重ねながら立体にしていくなど、何度も試行錯誤を重ねた。奥行きのある3D図
面では、面と面の角度や辺のずれを修正していく作業に苦労した。2Dの展開図だけでなく、3Dの立体も合

伝わる図面を目指した。難しかった点はVectorworksがIllustratorやPhotoshopと違い、
レイヤーと併用して
「クラス」を使うこと。ただ、慣れると便利な機能である。

立体図

70

展開図
CONCEPT

私が小さい頃から私の家にはよく人が来ていて賑
やかだった。それには私の母親の性格が関係して
いたのだろう。子供から老人まで誰とでもよく笑
い、よく喋り、よく人を招いた。今思えば以前幼
稚園の先生をしていたことも母親の性格を考える
と自然なことのように思える 。そんな母親に家を
作るとしたら、人が集まる家だろう。
家の敷地を空き地のように開放し 、近所の子供や
、学校帰りの小学生が遊べる場にしよう 。きっと
子供は芝生に穴を掘り、軽石で壁に落書きをする
だろうが、母はそれを見て笑うのだ 。
”老人と子供が交わる”ことはこれからの社会で必
要なかたちなのかもしれない 。

素材：プラスチック段ボール t:５mm

80

0

1295

場所は小学校が近くにある都心の住宅地に設定し
た。ここを通る小学生や近所の子供たちがフラッ
とやってきて遊べる場所 。
この家の表側には扉も窓も設けず、母は裏口に通
じた庭からのみ空き地を見渡すことができる 。こ
の敷地を極力母のものではなく他者のものとして
認識してもらえるようにデザインした 。

10

1522

折れ線ライン

小屋になった状態

折れ

線ラ

イン

布団

コンセプト
φ５mm

上面図

２０面体から５面をなくした多面体の小屋。
三角形が３つ連なったユニットが５枚あり、それをリングでつなげて立体にすることで、自分
たちだけのスペースを作ることができる。

S＝１：１５

折り畳んだり変形できることで、サイズが変わったり、使う人たちにあった形が見つかるの
ではないかと考えた。
このユニットが５枚あり、直径２cmのリングを穴に通してつなげる。

S＝１：１０
1295

1295

656

693

1295

800

800

上面図

正面図

三角形３つがつながったユニットが５枚あり、持ち運ぶ際はそれぞれを三角錐にして重ねる。

プレゼンボード

kuwaspe15-16_0713.indd 38-39

S＝１：１５

側面図

S＝１：１５

2E (10) 菅原彩音

プレゼンボード

授業風景

38

正面図
S＝１：１０

授業風景
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授業を通して学習してきたPCスキルや表現方法を活かして、プレゼンテーションシートを制作する課題。ま

インテリアCAD Ⅲ

部
昼間
生
3年

3DCGソフトを使用したCGパース、
プレゼンテーションシートの制作

中空心の家
鄭 愛香

ず、自分でデザインした作品をVectorworksを使って製図し、図面を立体に起こして3DCGパースを制作する。
lecturer
高山和憲
土井智喜

住宅のCGパースをモデリングソフトRhinocerosで作成し、レンダリングにはV-rayというレンダラーを使用
した。空間での土間の存在感やアイレベルからのスキップフロアの見え方、照明の効果など、模型とは違っ
た3Dパースならではの表現ができた。
また、夕景にすることで住宅から外部に漏れる光が、外観にどう影響
を与えるかを検証することもできた。

プレゼンボード

40
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3DCGソフトはVectorworksの他にCINEMA 4DやSketchUpなどを使用。パースやイメージ画像はPhotoshopや
IllustratorなどのCGソフトで加工し、図面やコンセプト文とともにレイアウトして仕上げる。
プレゼンテーション
シートの制作を通して、将来実務で活かせるような豊かな表現力を養う。

trip house
鍾 孟穎

原宿駅前に集合住宅を設計し、新たな住まい方を探すプロジェクト。住宅の外観と空間構成のCGパースを
VectorWorksにて作成。外観はCGと手描きイラストを組み合わせることで、原宿らしい動きのある絵になっ
た。パースと平面図を並べることで、空間構成を視覚的にわかりやすく表現することができた。

プレゼンボード

41
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実在する建築をモチーフにしたスーベニア
（おみやげ品）を制作する課題。単なる縮小模型ではなく、何らかの
実用性をもった商品であることを求めている。狙いは二つ。一つは、建築のキャラクターをつかむ力を付けるこ

Contemporary Architectural Theories

現代建築論
Space Theories

空間論

lecturer

建築スーベニアをつくる

磯 達雄

と。全景、部分、材料など、
どこを取ればその建築らしさを表せるのか。
これを考えることが、建築を見る面白さに
つながる。もう一つは、機能と形の関係をとらえ直してもらうこと。モダニズムが信奉した機能主義では、機能か
ら形が導き出されるとうたったが、既存建物のコンバージョンでは、形から機能へと逆にたどる。建築の設計が、
実は同時にプログラムをつくることでもあるということを感じてほしいと期待した。

プラダ青山 → シャボン玉吹き

スイス・リ本社ビル → ストロー

山下紗良（2Eクラス）

飯田航起（SD1クラス）

ヘルツォーク＆ド・ムーロン設計による、ぷくりとした外側のガラス面
から、泡の膨らみを連想したもの。石鹸液を張って口で吹くと、建築か
らシャボン玉が飛んでいっては消えていく。

ノーマン・フォスターによる超高層ビルは、建
物の中を竜巻のように空気が上昇する設計に
なっている。それをストローに置き換えている。
色の付いた飲み物を吸うと、らせん状の空気
の経路が浮かび上がる仕掛け。

メトロポリタン大聖堂 →
キャンドルシェード
藤田聡弥（2Eクラス）
フレデリック・ギバードがリバプールに設計した建物を訪れ
て、その時に感動した光の効果を、キャンドルシェードで再

都城市民会館 → スマートフォン用スピーカー

現しようと試みている。

アサヒスーパードライホール → ヘルメット
小久保竜季（2Eクラス）

長友 舞（SD1クラス）

菊竹清訓の取り替え論を実践した設計は、下部が鉄筋
コンクリート造、上部が鉄骨造と分かれていたが、
この
スピーカーも下のエンクロージャー部がセメントでつ
くられている。また上部のスマートフォンを差し込む
部分は外して取り替えることも可能。機種変更にも対
応する。

フィリップ・スタルクのデザインによる、炎を模したとされる特徴
的な形を、そのままヘルメットにした。
スケートボードに乗るとき
に被ると、疾走感が高まるそうだ。

42
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パスタとマシュマロによる組み合わせで、簡易な構造物の模型を作成する。
タワーや橋といったテーマを毎回

Model Making

変えることで、構造物の種類に応じた力の流れを考え、それらに適した形状や接合部を検討しながら模型制作

モデル

部
昼間
生
2年

マシュマロチャレンジ／かみのつくえ

lecturer
平岩良之

を行う。
次に、A3のコピー用紙1枚で高さ50㎜、大きさ100㎜のテーブルをつくる。用紙は一枚4g。
この材料でできた
テーブルがどれだけの重さに耐えられるかを競い合う。サイズも小さく制作の手間がかからないため、つくって
は壊しを繰り返し、
どこが弱いのか、なぜ壊れたのかを考えながら改良を重ね、自分の体重以上を支えられる机
を目指す。

課題：マシュマロチャレンジ

ITORAS

課題：かみのつくえ
770㎜のスパンを飛ばしたトラス構造の吊り橋。パスタ自体は軽いが
やはり自重により中央がたわんでいく。そこで両端のパスタの量を増

麻生憲志、郡司奈摘、
チョウ・ケンユ、丸山裕理

やし強度を上げ、最も重さに耐えなければならない部分を糸で釣り、
バランスをとりながら制作した。全体にトラス構造を採用。それが安定

チビナミジョニー
小久保竜季

した構造であることを確認できた。

テー

Roll
髙橋実桜

説明

77cmのスパンを飛ばしたトラス構造の吊り橋。
パスタは軽いが構造上中心に向かって沈み込んでいく重
さに耐えるために、両端のパスタの量を増やし強度を上げ、
一番重さに耐えないといけない部分を糸で釣り、バランスを
とりながら制作をした。

マカロニ

橋の中身はトラスを組み上げながら、進めていくことを意
識して制作した。

友谷菜緒子

授業での検証実験

44
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Shigeru Uchida Seminar

20世紀という時代は、近代合理主義的思考から
「弱さ」を克服し、強い社会へと向かった時代であった。そしてそ

内田繁ゼミ

の強さは20世紀後半になると、構築的で規範的、
自由度の少ない状況を生み出している。環境破壊は至るところ
に生じ、格差社会も今日社会の特性であろう。人間はそう強いものではない─うつろいやすく、気まぐれで、傷

弱さのデザイン

union cube
小島雪音

lecturer
内田 繁
大松俊紀

つきやすく脆いものである。そうした人間を取巻く世界は合理主義とは整合しない。
「弱さ」について考えること
は今日もっとも重要なことではないだろうか？

繊細で細やかなもの、小さくて儚いもの、そういった「弱さ」がもつイメージを、
アクリルロッドを連結させる
ことで表現した。人の身体を支えることのできない一本のアクリルロッドが集合し連結することで、一つの
椅子として成立する。
また、構造体を見せ、素材はアクリルを使うことで、軽やかで、人の身体がふわふわと
今にも浮いてしまいそうなイメージを持たせた。
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記憶の風景
鍾 孟穎

降る雨の景色を再構成した。忙しい日常生活の息苦しさや気疲れなどで周りの環境に対する感情をいつ
の間にか失ってしまって、現代人の心は乾いていると感じる。雨の日は雨音や雨滴の刺激によって晴れの
日より感覚が豊かになるように、その時の記憶も刻ませるエレメント。
日々の繁忙から逃れて、
この風景を
通して抑圧された感情を解放し、一瞬息を抜くことができる。水の美しさ、雨水が心の澱を流してくれるで
あろう。

水を入れた350個の試験管を吊り下げ
てできた作品のインスタレーション

48
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Shigeru Uchida Seminar

講評

01

le-tra chair｜岩田 旬

内田ゼミとしては最後の年になったが、内田先生が常にテーマにしてき

に母校を蘇らせるように、建物を横断する遊歩道を設計。その断面が街

た「弱さのデザイン」
で締め括れたのは良かったと思う。

に露出することで、さまざまな新しいアクティビティが生まれることを意

前期は各自にとっての「弱さのデザイン」をリサーチし、後期は実制作を

図している。

通して、そのテーマを追求していくプロセスは、今年も変わらない。前期

cloud ring｜曾 寮安 *05 威圧感を持って存在する汐留の高層ビル街に

にリサーチをすることの狙いは、すぐに形や色をデザインしてしまう桑

おいて、
リング状の繊細な空間がビル同士を繋ぎ、
ミュージアム空間な

沢の学生に、
もう少し立ち止まって
「じっくり考える」力を付けさせたいと

どオフィス空間とは違った時間の流れを生み出す。単なる高層ビル街

いうのが狙いだったが、学生はリサーチをすることで、ヘンに言葉に縛ら

が、多様で繊細な時間を含んだ集いの空間となってゆくことを意図して

れたり、自分で自分の制作の自由を制限してしまう傾向が、ゼミ始まって

いる。

以来ずっと見受けられた。そういった中、今年はリサーチを幾分早めに
切り上げて、前期の後半から制作モードに切り替えていったことが功を
奏したのか、今年の学生が制作自体により時間を掛けたことが功を奏し

02

螢火｜雜賀知里

SHIBU宿｜鄭 愛香 *06 今やラブホ街となってしまった渋谷109の背後の

06

SHIBU宿｜鄭 愛香

07

sukimado｜塚田奈々

08

たなごころ｜長谷川愛奈

09

Plane Bontio｜松井優芽

10

for BGM｜村上うらら

百軒店商店街の再生計画。一帯を取り囲むように存在する雑居ビル群
の最上層や109に寄生するように宿を設け、また、屋上には遊歩道を計

たのか、今までの卒制としては、一番完成度が高かったのではないかと

画。
ラブホ街を観光客などに“見られる”対象とすることで、
ラブホ街が自

思う。

発的に再生してくことを期待している。

桑沢の学生は、論理的思考に欠けると常々思うし、そういった学生が桑

sukimado｜塚田奈々 *07 窓のあり方を再考するデザインである。現代

沢に集まってくるのだとも思う。それであれば、いわゆる
「大学的な」論理

社会が失いつつある窓の装飾性を再考することで、
日常に新たな風景を

的思考を重ねたデザインではない、手が生み出すデザインを徹底して欲

つくり出そうとするもの。

しいとも思うのだ。そういった意味で、
リサーチでのウンチクはさておい

たなごころ｜長谷川愛奈 *08 いわゆる棚板で構成される収納ではなく、

て、モノのあり方の研究自体に「手をもって」無心に没頭した学生はいい

さまざまな大きさ・奥行きのフレームが自由に交錯することで生まれる

結果を残せたと思う。

隙間に注目し、隙間自体が棚になるという作品。
もう少し大きさや形にバ
リエーションがあっても良かったと思う。

union cube｜小島雪音 *p.46 細いアクリル棒を接着のみで格子状に組
み、非常に繊細で美しいスツールをつくり出した。壊れるかもしれないギ
リギリの境界への挑戦は、モノの弱さと強さの表裏一体さを見事に表現

03

petal｜左川あゆみ

Plane Bontio｜松井優芽 *09 木を桂剝きしたものを繋ぎ合わせてでき
た照明のデザイン。桂剝きしたものが自然に生み出す形状をうまく利用
し繋ぐことで、さまざまな表情の照明がデザインされた。一つの単体で

している。同じような表現で、他の家具にも発展できればさらによかった

は何の機能も果たさないものが、集合することで初めて機能していくと

と思う。

いう
「弱さのデザイン」の特徴を生かしたデザインである。

記憶の風景｜鍾 孟穎 *p.48 日本文化における
「水」の在り方に注目して

for BGM｜村上うらら *10 何の変哲もない椅子に、毛糸を巻きつけてで

いた作者は、水を入れた約350本の試験管を巧みに構成しながら吊り下

きた椅子のデザインである。デザインは、空間におけるBGMのように、背

げることで、全く違う形で「水」を感じさせる新しい風景を生み出した。単

景であるべきだと考える作者は、毛糸の線がその場その場で自由に描く

体とその集合が織り成す風景の圧倒的な違いは、モノの存在の「弱さ」
を物語っている。
le-tra chair｜岩田 旬 *01 前期は「ゆらぎ」
と人間の弱さの関係をリサー
チしていたが、
この作品は植物の葉のゆらぎを形にした椅子である。植

パターンが、椅子という物質を覆い尽くしていくことで、いつしか家具が

04

記憶の中通り｜塩田優奈

空間のBGMのように溶け込んでいくであろうことを意図したデザイン。
「弱さ」
とその対極である
「強さ」。我々は物事をこの二項対立できっちり
と分けられるわけではなく、我々の存在自体が常にこの二極を彷徨い続

物の何を感じさせたいか？ はたまたそれを感じさせることが一体人間の

けている。
「強さ」
と
「弱さ」は、
「合理」
と
「非合理」
と置き換えられるであろ

「弱さ」にどう好影響を及ぼすかの詰めが甘かった。
螢火｜雜賀知里 *02 住空間の窓など開口部の前に置くことを想定した

う。特に自然信仰を大切にしてきた我々の日本文化においては、歴史的

棚のデザインである。色の付いたガラスが棚の適所に散りばめられ、窓

に見ても、社会が「非合理」な慣習・制度に大いに左右されてきたことは

から入ってくる光をさまざまな色に変換していくことにより、
日常的に棚

重要だ。
「非合理」は時として、不自由な存在に聞こえるかもしれないが、
実は全くの反対で、言葉という理性的かつ合理的な「道具」
で説明しきれ

に置かれるモノの見え方を再考させる作品である。
petal｜左川あゆみ *03 紙を3種類の円形に切り、折り畳み重ねることで、
花びらのような非常に繊細かつ多様な形状を生み出した。
ソファのよう
な身体を支えるスケールをはじめ、さまざまなスケールを検討した結

05

cloud ring｜曾 寮安

ない人間のさまざまな「非合理」性こそが、常に我々人間の精神を開放し
てきた。あまりに科学技術が発展し過ぎたこの窮屈な世の中からは、
「非
合理」的な要素がどんどんと排除されつつあり、
どんなことでも解決・解

果、最終的には照明になったが、
スケールを横断して応用できるデザイ

明されるもののように振る舞われる。
「弱さのデザイン」
というテーマは

ンである。

そういった世の中の価値観をもう一度立ち止まって見直そうというもの

記憶の中通り｜塩田優奈 *04 廃校になる母校の小学校の再生計画。多

であったと信じている。

（大松俊紀）

額の費用を掛けて建物全体を改装するのではなく、
より日常の記憶の中
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白昼夢
新井美月

「少しだけでも良い、自身の中でこれまで意識しなかった感覚を起動させ、身の周りを感じてみて欲しい。」卒業

Keisuke Fujiwara Seminar

藤原敬介ゼミ

minute

lecturer
藤原敬介
藤原俊樹

生制作では、そのことを起点に、デザインに向き合ってもらった。実は、デザインのヒントは意外なところ─気
にもとめなかった身近にあったりする。そこに気付けるか否か、あえて言うならばそれがデザインの勝敗を分け
るといってもよいだろう。ふとした瞬間、微細な世界、一人ひとりの学生が感じ取った「minute」。そのプロセスと
結果がここにある。

白昼夢ということばの意味のように夢と現実の間に存在するような不思議な照明を制作した。不思議とい
うことばから生物を連想して、生きているような照明をつくろうと模索していった。金網に樹脂を垂らし、伸
ばしていくことによって、一つひとつ同じもののない、
自然の形を形成することができた。植物のように力強
く、奇妙で人の感性に働きかける新しい照明となった。
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I’m Here
牧野加奈

日本の伝統的な文化である折り紙から発想を得て、平面板（ソフトボード素材）を折り込み、穴を開けて綿ロー
プの結び目で固定することで立体の動物へと変化させた。上からでも下からでもなく、人と同じ目線に座って、
出会った人を丸ごと受け入れ、優しく包み込んでくれるような「安心する存在」をテーマにした。大きなシロクマ
に包まれた人が、その時間は笑顔になることを心から願う。
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Keisuke Fujiwara Seminar

講評

白昼夢｜新井美月 *p.52 重力に逆らう形状の照明器具。金網からこぼれ
落ちる樹脂を硬化させ、上下反転させ、
ランプシェードとした作品。樹脂

01

キリトスマウ｜齋藤聡太
Melodies Layer｜土谷晋平 *04 これまでとは異なる音楽体験装置。背丈
ほどある物体は、下半分が白いキューブで、上半分が四面透明アクリル

材が上昇していくような形状となっており、
また光を伴うことにより、幻想

板で構成されている。アクリル面には曲の楽譜が視覚化されている。耳

的な雰囲気が増している。今後の展開に期待の持てる作品である。

をかざすと音が聞こえてくる。さまざまな曲に対応できるビジュアル表

I’m Here｜牧野加奈 *P.54 白クマがモチーフの椅子。何かをモチーフと

現ができると、なお良い作品になるであろう。

しインテリアエレメント化すると、
とかく稚拙な表現に陥りがちである

庵｜小野寺香奈 *05 組子を用いたパーテーションによる狭小空間づく

が、そこを脱却したデザインに落とし込めている。
クッション性のある単

り。
日本人の持つ空間の仕切りの在り方を、現代の生活者の目線で見つ

一の素材を曲げ、繋ぎ合わせるために用いた縄にも、モチーフとの関連

め直した作品。
どのような環境に設置するのが好ましいか、自分なりの

性を意識している点も評価したい。

視点を強化することにより、共感力の増すデザインになるであろう。

キリトスマウ｜齋藤聡太 *01 霧の情景をイメージしながらデザインされ

SOU ZOO｜吉田育未 *06 幼児用の遊具のデザイン。形状は特別なもの

た椅子。一枚のビジュアル資料から、椅子のアイデアを広げ、さらにビ

ではないが、表層を覆うテキスタイルに特徴を持たすことができた点を

ジュアルの世界観に近づけることを試みた作品。型をつくり樹脂を流し
込み、絵画を描くような感覚で靄の表現を駆使したことにより興味深い
意匠となった。
Lirycs for it｜澤田昴之介 *02 磁力により表情を変えるテーブル。試みと

02

Lirycs for it｜澤田昴之介

庵｜小野寺香奈

06

SOU ZOO｜吉田育未

07

ひかりの雫｜渡辺真理

評価する。帯状の布を折り重ねるように本体を包んでおり、表層には物
語をモチーフに登場する動物たちをモチーフとした抽象的なパターン
がオリジナル性を高めることに繋がっている。
ひかりの雫｜渡辺真理 *07 光と水を繋ぎ合わせた照明器具。ペンダント

してはこれまでにない表現を追求しており、その点を評価する。実際に

ランプの下面に多面体の透明アクリル板を設置しており、そのくぼみに

完成したものに関しては、想定していたような動きにはなっていないの

水が張られている。微細な動きにより、床面に広がる光と影が動き出す。

ではないか。実験と検証を繰り返した上で明らかになる、今後の発展を

美しい現象を生み出すものとして大変興味深い、今後はメンテナンスの

期待する。

しやすさなど、
日常に寄り添うものになるよう進化させてほしい。

RefRain｜重田祐貴 *03 動きを伴う光による小空間のインスタレーショ

05

（藤原敬介）

ン。すれ違うことのできない通路の向こうにある円柱状の空間に、幻想
的な光と音楽が流れている。空間に広がる光と影は、積み重なった小さ
なアクリルブロックを通して生み出されている。微かに耳に届く音、
これ
も本人による創作活動であることも魅力のひとつとなった。

03

04

RefRain｜重田祐貴

Melodies Layer｜土谷晋平

ゼミ審査会
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卒業生が感じていること、そして今。

第

2

部

夜間部卒業生
夜間部は、多くが大学卒業後、または社会人を経験した後、桑沢へ学び直しにくる学
生たちである。年齢も経歴もさまざまなクラスのなかで学ぶことで、デザインだけでな
く、自分がどうありたいのかという意識は、昼間部に負けず高いものがある。進路選
択に関しても多様かつアグレッシブさが見てとれ、企業よりも小規模なインテリアデザ
イン事務所や建築設計事務所で経験を積み、近い将来の独立というビジョンを育てて
いる者が多い。実際に、ここで紹介する卒業生の半分以上は、既に独立して自分の事
務所を構えている。是非、インタビュー内容からも伝わってくる今までの苦労の痕跡を
感じ取ってほしい。これからの将来が非常に楽しみな若手デザイナーたちである。

interview
❶ 桑沢の授業で一番印象に残っているものは何ですか。
❷ 桑沢で勉強して一番よかったと思うことは何ですか。
❸ 桑沢で学んだことで、今の仕事にも影響していることは何ですか。
❹ 社会人になったいま、在学生に一言お願いします。
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2gr0adu0atio7n
伊志嶺千賀
Chika ISHIMINE

" やはり桑沢での人との出会いが
一番大きかったことだと
思っています "

夜間部2007年卒
Biography
1985年沖縄県生まれ。2003年横須賀学院高等学校卒
業。05年東京都立短期大学都市生活学科卒業。07年桑
沢デザイン研究所デザイン専攻科卒業。08年建築+デ
ザイン事務所イッスン入社。10年株式会社アイアド入
社。14年デザイン事務所gaban設立、内装や家具デザ
インを主にフリーランス活動。

rInt e
view

❶ 大松先生の住宅の授業（住宅インテリアB）です。渋

ろ
あのこ

谷の街で起こっている現象からマンションの内装を考え
るという不思議な課題でした。現実的に考えると出てこな
いプランができあがるのが面白かったことを思い出しま
す。暮らしやすさや造作方法などは、いま考えると難しい
面がたくさんある空間でしたが、振り返ると桑沢らしい授
業なのかなと思っています。

❷ 可能か不可能か考えずに、シンプルにものを考えワク
ワクできる学生生活でした。夜間部だったので、
さまざまな
年代の人と出会うことができたことも良かった点です。当
時私はまだ社会に出たことがなく、無知な部分が多かった
ので（笑）、いろいろと相談に乗ってもらい助けられ成長で
きました。考えずにまず行動の精神が身に付いた気がして
います。
❸ 学生時代に出会えた友人や先輩方は、今でも一緒に
仕事をしたりして繋がっています。やはり桑沢での人との
出会いが一番大きかったことだと思っています。たまに会
う友人たちとは当時のことを振り返り、初心に戻るのも大
事だと気づかされます。

Mt. Light ［2年後期／エレメントデザインB］
課題の集合住宅で使う照明として計画。
敷地の山の等
高線を利用し、造形化しました。
その地でしかできてこ
ない形＋照明としての特性を掛け合わせたものがで
きていたかと思います。照明のコードを生かして生き
物のようなものにしたかったことを覚えています。
いま

❹ 社会に出ると、実現可能か、予算内に納められるか、
納期が間に合うか、いろんな縛りのなかで物をつくってい
かなければなりません。学生のうちは思いっきり楽しいこと
を考えて前向きに取り組んでほしいと思います。私は正直
不可能なことを考えるほうが得意な学生だったので、それ
を実現させられるかが実力だなと改めて感じています。
ま
だまだですが頑張っています。皆さんも自分らしく頑張って
ください。

学校の扉のデザイン［by gaban］
保育の専門学校のピアノ室で、小さな部屋が横に連
なっています。以前は灰色の扉が並んでいましたが、
色を一枚一枚変え楽しく学べる場所に変化させまし
た。廊下が明るくなったと喜んでもらっています。同
じ敷地内の幼稚園にも特注で家具をつくっていま
す。職人さんと話し合い、できることを模索しながら
つくってもらっています。
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" 本質を捉えることは
表層のデザインではなく、
その手前のデザインにある
と思っています "

小川暢人

Nobuto OGAWA

夜間部2008年卒

2gr0adu0atio9n
" 明確なコンセプトから
洗練されたデザインが
生まれてくると考えています "

宮下知也

Tomoya MIYASHITA

夜間部2009年卒

Biography

Biography

1983年茨城県生まれ。2001年水戸
葵陵高等学校卒業。08年桑沢デザイ
ン研究所デザイン専攻科卒業。08〜
11年Wonderwall Inc.勤務。11〜15
年BROOKとして活動。15年BROOK
Inc.設立。

1984年三重県生まれ。2003年三重県
立川越高等学校卒業。09年桑沢デザ
イン研究所デザイン専攻科卒業。設
計事務所やデザイン事務所を経て、
フ
リーランスとして活動。14年ミヤシタ
デザイン事務所設立。
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❶

桑沢に入って一番最初の授業（住空間）で制作した
「シェルター」です。一枚の紙からデザインされた自立す
る構造体となるものをつくるという、初めて条件を設定さ
れた中でデザインをする課題でした。構造的に強度があり
ながらも、デザイン的に優れているもの。課題がシンプル
故に今思うと一番難しい課題だったかもしれません。実は
現在仕事でも同じような課題が出ることがあります。その
度に思い出しています。

❷ 多くの同じ志をもつ仲間に出会えたことだと思いま
す。桑沢での出会いが現在も仕事に結びつき、同級生と仕
事をすることもあれば、デザインについて議論することも
あります。共に成長し、刺激を受け会える関係はとてもプラ
スになっているかと思います。それ以外には、桑沢で大量
の課題をこなした経験があるため、仕事で常に締め切りに
追われる環境でも胃が痛くなったりしないことですかね。
❸ 表層のデザインではなく、社会とデザインを結びつけ
ることの重要性が学べたことは、現在の仕事に大きな影響
を与えています。それっぽいものはある程度経験を積めば
できてしまうのですが、
クライアントの本質のミッションを
捉えることは表層のデザインではなく、その手前のデザイ
ンにあると思っています。
もちろんそれを形として表現する
際には、1mmまで突き詰めていきます。デザインは細部の
集合体で構成されているため、細部のこだわりは重要だと
いうことも学びました。
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プという課題がありました。特定の場所で目を閉じて、聞こ
えてくる音を聞くと、普段は意識していない「音風景」を感
じることができます。音という
「目に見えないもの」からデ
ザインを考えるという課題への取り組みは、小さい頃から
ピアノに触れていた自分にとって、音とデザインがどこか
で結びついた瞬間でした。

❷ ファッション、グラフィック、インテリア、プロダクトなど

eat music ［2年後期／店舗インテリアD］
今見ると、全然できていないと思うと同時に、やりた
いことがシンプルだった故に伝わりやすい作品だっ
たとも思います。仕事をして思うことは、さまざまな
課題がある中で、何が一番のミッションなのかを表
現することが重要だと考えています。
この課題もそう
ですが、桑沢で学んだことが仕事に役に立っていた
んだなと思います。
いま

の専門分野に分かれていましたが、同じ校舎で勉強してい
たので、分野を超えてデザインを考えることのできる環境
が学生同士の刺激になっていたと思います。また、それ以
上に、卒業してからも当時と変わることなく、桑沢で出会っ
た友人たちとデザインの話や、仕事の話ができることはと
ても良かったと思います。

Diamond head Oﬃce ［by BROOK Inc.］
会社のオフィスのラウンジ部分をメインにデザイン
しました。
このスペースはブランドアイデンティティ
を表現する場所で、
この会社のサービス、社風、目的
がもつ空気感を空間で表現しました。Shaw Contract
Group Global Award 2015, Small oﬃce winner.

KNØT［2年後期／エレメントデザインB］
出雲大社の注連縄から着想を得て制作した「KNØT」
は、ポリエチレンの束を「結ぶ」
という原始的な方法
で形作られています。古くから神社の注連縄が、その
土地で暮らす人々の手でつくられているように、当
時、桑沢で一緒に学んでいた仲間の協力によって制
作することができました。
いま

❸ 授業で出題されていた多くの課題で、いつも求められ
ていたのは、明確なコンセプトを打ち出すことでした。今の
仕事においても、
クライアントの思想や理念を深く理解し
た上で「どのような考えから、そのデザインが生まれてきた
のか」
という明確なコンセプトを打ち出すことを大切にし
ています。そのコンセプトから、単に形を追っただけのデ
ザインではない、必然性のあるデザインが生まれてくると
考えています。
❹ デザインやアートの本を読んで知識を得ることも大切

と
❹ 卒業してデザインの仕事を初めて8年経ちましたが、

ても短く感じます。好きな仕事しているからだと思うのと、8
年経っても学ぶことだらけで大変な仕事だと思うと同時に、
毎回刺激があり、
楽しい仕事だと感じます。
これからデザイン
の仕事を目指す人には、常に広い意味での「まわり」を見て
欲しいです。
デザインとは何をどう感じるかから始まると思う
からです。最後に、
自分のデザインしたもので誰かが喜んで
くれた時に初めてデザインの意味がわかるかもしれません。

❶ 「空間デザイン論」という授業の中にサウンドスケー

なことだと思いますが、本物を見たり、聞いたりして、実際
に接して体験することのほうがもっと大切だと思います。い
ろいろな体験の積み重ねが、新しいものの見方や捉え方に
繋がっていくのだと、社会人になって感じています。在学生
の皆さんも、学生という貴重な時間を大切にして多くのこ
とを体験してください。

国指定重要無形民俗文化財
伊勢大神楽講社 山本勘太夫社中「奉納演目」
［by ミヤシタデザイン事務所］

伊勢大神楽は、伊勢神宮と深い関わりを持ち、曲芸と
舞を披露し全国を旅する獅子舞です。神社などで、神
楽を奉納する際に配布される演目紹介をデザインし
ました。日本の清らかさをコンセプトに、紙、木、石、
それぞれの素材とバランスを細かく選定しました。そ
の他、ウェブサイトのデザインや写真撮影なども手
掛けています。
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" デザイナーにこだわらなくても
デザイン思考は
どんな仕事にも必要とされます "

片根嘉隆

Yoshitaka KATANE

夜間部2010年卒

2gra0du1at1ion
佐藤慶一
Keiichi SATO

夜間部2011年卒

" 逃げずに取り組んだことは
いずれ活かすことが
できると思います "

Biography

Biography

1982年埼玉県生まれ。2000年さいたま市
立大宮北高等学校卒業。04年ものつくり大
学 建設技能工芸学科卒業。10年桑沢デザ
イン研究所デザイン専攻科卒業。12年石巻
工房入社。15年YOSHITAKA KATANEとして
活動開始。

静岡県生まれ。2005年静岡県立
三島南高等学校卒業。09年東京
造形大学デザイン学科室内建
築専攻卒業。11年桑沢デザイン
研究所デザイン専攻科卒業。11
年〜株式会社モーメント。
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❶ 篠原一男の住宅課題（住宅インテリアB）です。例年と
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は異なりクラス全員が上原通りの住宅の前の敷地に住宅
を設計するという課題でした。
グループワークで住宅をリ
サーチし、解釈したものを設計に反映させることがとても
難しく大変だったことが印象に残っています。毎年みなさ
ん苦労していると思いますが。課題では住宅の内部空間に
嗜好の異なるものが置かれたり、ものが散らかってしまっ
たとしても空間として成り立つような許容力のある強さを
もった住宅を設計するように取り組みました。

❷ デザインや課題について話せる友人がたくさんいた
ことです。今となってはちょっと暑苦しい感じもありますが、
授業後に7Fのテラスや代々木公園で課題についてよく話
していました。学生の頃から変わりませんが、尊敬のできる
スペースデザイン科の先輩がいるというのもとても励みに
なっています。

ちぐはぐな透明［2年後期／エレメントデザインC］
卒業制作では製材する際に生まれるノコカットの痕
を一面だけ残し、キズ自体を磨いてあげたアクリル
を積層させてベンチを制作しました。最近では知恵
を使いながら少ない手数や資源でより豊かなモノや
空間ができないかと考えるように変化してきました。
いま
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❷ 実際にデザインのお仕事をされている先生方が生
徒と近い目線でディスカッションして下さる環境がとても
魅力的だったと思います。生徒と先生方とで作品に対して
ディスカッションを重ねる中で客観的な目線を持つことの
大切さを肌で知りました。自分の発言に説得力を持たせる
ためにも、いい加減な作品はつくれないなと気合を入れて
取り組んでいた記憶があります。
❸ 作品をプレゼンテーションする際、限られた枚数のプ
レゼンボードと5分以内の発表にまとめなければならず、
自分の考えを簡潔に整理するのに苦労した印象がありま
す。授業が、誰かに考えを伝えるということの最も基本的な
ことの訓練になっていたように思います。自分の考えを簡
潔に丁寧にまとめて伝えることは仕事をしていく中で強く
心掛けていることの一つです。

mono-mono［2年後期／インテリアデザインC］
卒業制作に取り組むにあたり担当の先生がとても親
身に相談に乗ってくださり、人数が少なかったことも
あって、かなり濃度の濃い時間を過ごさせていただ
きました。当時の自分としてはかなり気合いを入れ
て模型を制作した記憶があります。誰かに思いを伝
えることの難しさを知り、仕事に取り組む際の土台と
なっています。
いま

❹

❹ 私は桑沢卒業後、主にデザイナーとしてではなくつく

り手として働いていました。デザインを考える上でデサイ
ナーとしてだけではなく、つくり手としての視点を持ちなが
らデザインを考えるようになりました。デザイナーになるこ
とにこだわらなくても学生の時に培ったデザイン思考はど
んな仕事にも必要とされますし、活用していくことができる
ので、デザインに関わる仕事や他分野でも興味のある仕事
があるのであれば積極的にチャレンジしていってもらいた
いです。

ろ
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デザインB）で、生徒みんなの作品を校舎の1Fのスペース
で展覧会をしたことが印象に残っています。椅子一脚のデ
ザインからはじまり、会場の導線や照明、ポスターやDMの
デザインに至るまで空間を総合的につくる体験ができたよ
うに思います。原寸大で空間ができあがる体験には、模型
とはまた違う刺激があることに気づきました。

❸ 篠原一男の住宅課題で学んだことですが、受皿として

のモノ、空間、社会において、
どんなものでもおおらかに受
け入れることができるような許容力のあるものが必要である
という考え方がデザインを考えるベースのひとつになってい
ると思います。
また実際に手を動かしながら考える授業が多
かったこともあり、
CADやCGだけでは感じ取れない素材感や
感覚といった情報も含めてモノや空間をデザインすること
の大切さも学ぶことができ今に繋がっていると思います。

❶ 椅子をデザインして実際に制作する授業（エレメント

CALM SERIES［by YOSHITAKA KATANE］
角棒と丸棒を組み合わせたシンプルなノックダウン
式の家具シリーズ。モノとモノとが組合わさることで
そこに新たな機能が生まれます。

社会に出て自分の無力さに気づかされる毎日です
が、自分が行ったこともない場所に、自分が考えた自分の
体の何倍も大きなものをつくることができた時は本当に痺
れます。苦しいことも多々あるかも知れませんが、逃げずに
取り組んだことはいずれ活かすことができると思います。
僕自身もまだまだこれから多くのことを学ばなければなり
ません。時間は掛かるかもしれませんが、謙虚さを忘れず
着実に成長していきましょう。

飲食物販店のデザイン［by（株）モーメント］
お米にまつわる日本各地の食品、雑貨を取り扱う飲
食物販店のデザイン。取り扱っている商品はみな、生
産者のこだわりと愛が詰まっています。それらを集積
させ絶妙な距離感と量感をコントロールし、購買意
欲のかきたてられる空間づくりを目指しました。
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" 優等生でいる能力よりも、
怖気づかないバイタリティを "

小田竜太郎
Ryutaro ODA

" スペースの授業だけでなく、
積極的に「外」を意識して
過ごすことが大事だと思います"

井出健雄
Takeo IDE

夜間部2012年卒

夜間部2013年卒
Biography

Biography

宮崎県生まれ。2008年宮崎県立延岡星雲
高等学校卒業。10年日本デザイナー学院
卒業。12年桑沢デザイン研究所デザイン
専攻科卒業。12〜14年磯崎新上海アトリ
エ。15年HMA Architect & Designers。15
年〜（株）松山建築設計室。

東京都生まれ。都立神代高等学校、明星大学心理学科卒業。2012年桑沢デザイン研
究所デザイン専攻科卒業。建築CG制作会社に入社、一年後退職しフリーランスでCG
クリエイターとして活動。現在は、
フリーランスと合わせて桑沢デザイン研究所卒業
生で結成したCGビジュアライゼーションチーム「RiGBAT」のメンバーとしても活動す
る。
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❶ 住宅設計の授業です。他にも面白い授業がありました

rInt e
view
ろ
あのこ

が、住宅の授業は否応なしにのめり込むのを感じていまし
た。私の建築の好みと大松先生の好みがほぼ一致してい
たことも、楽しかった理由の一つかと思います。そりが合う
先生も合わない先生もいましたが、合わないなら合わない
で、むしろ倒すべき相手と捉えて楽しもうとしていた節もあ
ります。

❸ 多ジャンルの授業があったことです。どのような用途

の建築であれ、総合的なデザイン力が必要なのは間違い
ないと思います。また、依頼主の趣味嗜好、仕事内容もさ
まざまで、一つの建物を竣工させるまでに関わる人も多
く、さまざまです。自分にとって興味の範疇外の部分につ
いて考える機会があったことは、一つの建物を完成させる
にあたり、多くの人とチームを組み、最良の結果へ辿り着く
ためのバランス感覚を鍛えられていたのかもしれないと
思います。

❹ とにかく学生のうちに、多くの大きな世界を経験して、
懐を大きくしてください。社会に出たらきっと、自分にでき
る範疇を超え、立ち尽くしてしまうような仕事や出来事に
直面すると思います。そんな予測不能な出来事にすら大風
呂敷を広げて立ち向かっていけるバイタリティを鍛えてく
ださい。優等生でいる能力よりも、怖気づかないバイタリ
ティを。さまざまな物事を乗り越えていくための柔軟さを
学生のうちに鍛えておくと良いのかもしれません。
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初めて1／1スケールで空間をつくる経験だったので印象
深いです。また、
グループワークで制作したので複数人で
ものをつくる難しさや楽しさがプロジェクトを通して実感
できました。優秀作品に選んでいただけたので、その喜び
を共有できたのも良かったです。

❷ 今振り返り、桑沢で学んで良かったことは多岐にわた

るため、一つだけ挙げることは困難です。敢えて挙げるな
らば、さまざまな学科の学生とさまざまな物事について語
り合えたことです。それは特に多くの物事を知ることのでき
る重要な機会の一つでした。知識の幅、経験の幅、人として
の幅、そのようなものを広げるための良い機会だったと思
います。

❶ 1年時の前期課題（空間構成）のモバイル住宅です。

ツキジアパートメント［2年後期／住環境デザインC］
私は当時スラブと壁により明確に分けられた室の集
積から成り立つ住宅の在り方をどう壊すか、
というこ
とに興味がありました。私が選んだ手法は、穴を穿っ
ただけのスラブと、全層を貫く数枚の壁という二つ
の要素で構成し、室の集積の解体をすること。
これに
より人間社会や人間生活の変容に呼応し得るアメー
バのような建築を目指しました。
いま

住宅設計［by（株）松山建築設計室］
磯崎アトリエでは主に博物館を、HMAでは主に商業
建築を、現在の松山建築設計室では主に住宅設計を
しています。設計依頼は社内コンペになることが多
く、私が勝ち取った計画もいくつかあり、
プレッシャー
とやりがいの両方を抱えながら仕事をしています。
写真は、社内コンペで表に出ることのなかったボツ
案の白模型の一部です。

❷ 人とのつながりができたことです。現在、卒業生たち
とCGビジュアライゼーションチームで活動しています。メ
ンバーはビジュアルデザインコース、プロダクトデザイン
コースの先輩と僕の三人です。在学したコースの人だけで
なく他コースの方と知り合い、一緒に仕事ができるのは複
数のコースがある桑沢デザイン研究所ならではのことだと
思います。
❸ スペースデザインに対しての基礎知識などもそうで

すが、一番は桑沢デザイン研究所で過ごしたことだと思い
ます。僕は在学中からCGに興味を持ち、授業にはなかった
CGを独学で学び、それが現在の仕事になっています。
自分
が興味を持ったことは積極的に調べて学んでいく姿勢を
意識して過ごしたことが現在でも影響しています。

MOVE［2年後期／インテリアデザインC］
「卒業制作はこれからの人生のベースになる」そう内
山先生がおっしゃっていたのが印象的でした。今振り
返ると、確かにこの「MOVE」
で考えたことは今の自分
の思考のベースになっています。それは広く、深く考
えることです。それまで僕はすぐ形にする癖があり、
先生方には粘り強く考え抜くことを教えていただきま
した。
いま

❹ 積極的に「外」を意識して過ごすことが大事だと思い
ます。それは他コースの人たちだったり、授業にないことに
目を向けることです。一見、関係ないこともアイディアや仕
事につながることがあります。僕はそうでした。でも、課題
はしっかりやりましょう！
（僕はやれてなかったので偉そうな
ことは言えませんが……笑）

alon大崎［by 井出健雄］
美容室の内観パースです。僕の仕事は設計者から図
面やスケッチなどをいただき、それを元にCGソフト
を使って立体的なイメージをつくることです。主に設
計者ではないお客様に、図面だけでは分かりづらい
ことを伝えるために作成します。僕はより伝わりやす
いように写実的なCGを意識してつくっています。
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2gra0du1at4ion
宮原翔太郎
Shotaro MIYAHARA

夜間部2014年卒

" デザインの本質は
コミュニケーションであり、
相手の気持ちをどう 揺さぶるか、
だと思います "

2gra0du1at5ion

" 怖いことは不知、不変だと
私は思います。
視界を広げて、
お互いに頑張っていきましょう"

田尻愛乃
Manano TAJIRI

夜間部2015年卒

Biography

Biography

香港生まれ。都立三鷹高等学校卒後、成城大学で文化人
類学を専攻。そこで得られた思想的なモチーフを形にする
方法を求めて桑沢に入学。桑沢卒業後独立し、地域住民と
パーティーをしながら建築を行う
「パーリー建築」を設立。
意匠設計だけではなく、そこに関わる人間や過程も建築の
一部として提示することを試みています。

福岡県生まれ。2007年鞍手高等
学校卒業。10年川崎市立看護短
期大学卒業。15年桑沢デザイン
研究所デザイン専攻科卒業。現
在看護師としてクリニック勤務。

rInt e
view

❶ 1年生最後の住宅設計課題（住環境デザインA）が印

rInt e
view
ろ
あのこ

象に残っています。
とにかく何も断定せずに、良い話をひ
たすらしてくれる先生だったので、ものすごく頭を悩ませ
ながら設計を行いました。でもそのお陰で自分自身で選
択してプランを決めたという実感が持てた設計となりまし
た。今思うと先生は自発的に選択をさせようとしてくれてい
たのかもしれません。自分自身で責任を持って選択をする
ことの大切さを教わりました。

❷ 造形的な感覚や専門的な知識も大切ですが、いかに
カッコよく、効果的に相手に伝えるかを徹底的に学ぶこと
ができたのが良かったと思います。模型やスケッチなど細
かい部分でも手を抜かずにつくることで、つくり手の思い
を見る人に伝えるという、ものづくりの根源的な態度を同
時にどの先生からも学ぶことができました。
❸ 自分の考えは想像以上に相手に伝わらないというこ
とです。いかに魅力的な形で、機能的で、論理的な説明の
出来るものをつくったとしても、その良さをしっかりと伝え
ることができないと、成果がないのと同じになってしまい
ます。時には相手の立場や好みを汲みつつ、的確に自分の
考えを提示するということの大切さを桑沢で学べたことは
自分の財産だと思っています。
❹ デザインの本質は相手とのコミュニケーションであ
り、相手の気持ちをどのように揺さぶるかということだと思
います。同時にそれはあらゆる仕事において同じ構造だと
思います。桑沢にいるだけでおしゃれなセンスなどはある
程度身につくと思うので、
より本質的な部分を意識して学
生生活を過ごすと、
どんな仕事に就いた時でも役に立つと
思います。学校は大変ですが、頑張って下さい。
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❶ 2年生最後のインテリアの授業（インテリアデザイン
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C）からの卒業制作。あれだけじっくり時間をかけて先生と
意見を交わし、ひとつの作品制作に没頭できたことはあま
りありませんでした。長い期間のなかで同じ専攻の友人た
ちと刺激し合い、競い合えたことはとても面白くて楽しかっ
たです。あとは何よりレクチャーシリーズで、色々な分野で
活躍している方達の普段は聞けないお話を聞くことができ
たのはとても興味深かったです。

斜陽荘［2年後期／住環境デザインC］
いろんな先生に意見を聞いていたら、形が定まらな
くてしまったことをよく覚えています。
この作品のコ
ンセプトにもなっている「その土地に眠る原始の記
憶を、建築を通じて可視化する」
ということを今もあ
らゆる局面で考えますが、未だにうまく形に落とし込
むことができません。
いま

❷ 夜間部だったので年齢層の幅が広く多種多様な人と
出会えたこと。デザインの仕事をしていた人もいたり、桑沢
に入る前は全く畑の違う仕事をしていた人もいて、そんな
人たちが一つの課題に向かって同じスタートから切磋琢
磨することは面白かったです。色々な考えやアプローチの
仕方があるなと思えました。
また、授業でも全てを一から教
えるばかりでなく、ある程度は個人に委ねていたところも
個人的には良かったと思います。

CINEMA Furniture［2年後期／インテリアデザインC］
これは一番想いのつまった作品です。桑沢での学校
生活のなかで特にやりたいことをやれたと思いま
す。もっと突き詰めて装飾的で実現度の高いものに
できただろうという思いもありますが、
この作品を通
して自分の課題も見えたので良かったです。
いま

❸ 以前までは物事を一つの方向からしか見られず考え

が凝り固まっていましたが、桑沢で物事を多角的に見るこ
とや何でも挑戦してみること、自分なりの見方やぶれない
軸をもつことの肝要さを知りました。
これはどんな仕事に
対しても通じることだと思います。自分なりの見方で物事
を多角的に見てみると、さまざまな変化に気づくことがで
きます。それは小さなチャンスだと思います。

廃材ングリッシュパブ［by パーリー建築］
新潟県十日町市にある築120年の古民家にイング
リッシュパブをつくりました。材料はすべて近所から
拾ってきた廃材で、施工も地域住民と共に行いまし
た。限界集落内にありながら、持続的に人の集える場
所となっています。

❹ 歳を重ねるにつれやれることは確実に減ってくるかと
思います。でも何をやるにも遅すぎるということはないと
も思います。自分がやりたいことやこう在りたいと思うこと
には積極的に行動し獲得していくことが大切です。結果は
どうであれそこで得られるものもあるし、自分が好きで決
めたことには後悔はさほどないものです。それよりも怖い
ことは不知、不変だと私は思います。視界を広げて、お互い
に頑張っていきましょう。

カナダ
以前旅で訪れた際に出会った素敵な店。その店舗を
つくる一員になることを目的として、もうすぐカナダ
へ行く予定です。
自分がどこまでできるか分かりませ
んが、その過程や経験は無駄にはならないと思い目
標のために挑戦してみることにしました。
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Space Composition

スペースデザインを初めて学ぶ前期は、具体的な店舗のデザインから入るのではなく、インテリアの基礎を養う

空間構成

ために「仕切る」
ことから始める。
「椅子の展示空間」を課題テーマに、任意の壁によって
「仕切られた」空間をデ
lecturer

仕切る：椅子の展示空間

パイミオチェア展
─癒しの名作椅子と空間
長友 舞

藤原俊樹

アルヴァ・アアルトが結核患者のためにデザインした癒しの椅子・パイミオチェアを「知る」
「体感する」をテーマにした展示空間。実際に椅子に腰掛けることで、
アアルトが椅子を通し
て患者に与えた安らぎを体感することができる。椅子の材料である樺の木の森に見立てた
空間や、椅子が設置されたフィンランドの療養所をイメージした色使いなど、展示空間全体
でパイミオチェアが生まれ愛された場所を表現した。

ザインする。12m×12mの正方形の空間に引かれたグリッドを基準にした縦横斜めのラインに沿って壁のレイ
アウトを決定し、15脚の椅子の美しい展示空間をつくる。
「仕切る」
ことから、ヒトとヒトとの関係、ヒトとモノとの
関係、ヒトと空間との関係、空間とモノとの関係が生まれることを認識させるとともに空間の心理作用を感じても
らう基礎訓練である。

重力からの解放
宇津木麻衣

倉俣史朗がデザインした椅子で構成された展示空間。倉俣史朗は重力に影響されない「浮遊感」を
感じさせるデザインを行ってきた。重力は今まである既成概念を表し、そこから自由に直感的に作品
をつくることが倉俣流の「浮遊感」である。
この作品では、展示空間内に「浮遊感」を視覚的に感じさ
せることを目指し、椅子を文字通り浮かせることによって普通に椅子を置くということから離れた展
示を試みた。

展示空間の様子
模型全景
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「浮遊感」
を感じさせる展示空間
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気軽に腰かけたり、横に寝そべってみたり。語らいの場や荷物置場としても使うことができるとてもプリミティブ

Element Design A

な家具がベンチである。
この課題では、
プロダクトとしてのベンチというよりも、空間を豊かにするエレメントとし

エレメントデザインA

ココにベンチがあったなら……

カンファレーションベンチ
阿部剛丸

lecturer
堀岡 勝

このベンチがきっかけとなり人々にコミュニケーションが生まれるようなものを目指し
た。人々の会話を促すようなインパクトのある大きいベンチをつくりたいという思いの
もと、一枚の板からできる限り無駄の出ないようにパーツを切り分け、
スリットの噛み
合わせによって構成される造形的なものを考えた。
この特異な造形が座るという行為

て
「どのように空間に機能させることができるか」
ということを念頭に、既成概念にとらわれない自由な発想でベ
ンチという家具をゼロから考え直してもらっている。さらに自らの手で原寸で制作することによって、
アイデアス
ケッチから本物のカタチができるまでの過程を体感してもらう。

Sit × Step
宇津木麻衣

本を選ぶとき、
この本にしようかあの本にしようかと悩みながら決めていく。そんな時、座ったり本を置いたり
できるところがほしい。高いところにある本に手が届くように、登れるものがほしい。そういう想いで、図書館
だからこそ活きるかたちを考えた。

を超えた作用を生み出し、ベンチというものの概念を覆すことを期待する。
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図書館での実使用風景
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デザイナーを目指す学生にとって、さまざまなことに敏感になる、
ということはとても大切である。普段気付かず

Element Design B

に通り過ぎてしまうことにも目を向け、何かを「感じ」
「考える」習慣を身に着けてほしい。課題の対象敷地は桑沢

エレメントデザインB

感じるクワサワ

lecturer
比護結子

デザイン研究所の校舎の内外。慌ただしい毎日、校舎の中では感じにくい自然現象、社会の動き、他人の気持ち、
スケール、感触などを、空間エレメントを操作、
または挿入することで何かを「感じる」校舎に変えてみようとする
課題。
「感じること」
「感じないこと」について考えながら、いつも使う場所をじっくり観察することで、何も感じない
と思っていた場所でのさまざまな現象に気づくであろう。

対話の窓辺

slide curtain

江場希世美

角谷夏季

取り入れる光を自らデザインできる帯状のカーテンをデザインした。設置場所は学校7階の学生ホールで
ある。学生ホールでは、勉強したり、友人と会話したり、
リラックスしたりするが、さまざまな用途に合わせ
た採光ができるデザインを考えた。ループ上になった帯状のカーテンを下に引くことで、光に当たるカー
テンの模様が変わり光の形を自分でデザインできる。

校内の学生ロッカーが並ぶ奥まった場所
に、縦に細長い窓がある。
この窓辺に、さま
ざまな色、形のポストイットを置いて、匿名
で各々書きたいことを書いていく。誰が書
いたか分からない情報に驚いたり、意外な
発見をしたり、時には誰か分からないまま
メッセージを交換する。時を重ねることでポ
ストイットは増え、その様子が目に見えて分
かる。普段であれば人前で話しづらいこと
も、
ここではさらけ出すことができる、そん
な場所を提案した。

窓のニッチを利用した空間の提案

学生ホール窓際の長テーブル沿いにカーテンをデザインした
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NOZOKI
飯田航起

Interior Design A

空間とはペラペラの二次元ではなく三次元のボリュームであることを学生が実感できるよう、与件として立方

インテリアデザインA

メートルという空間ボリュームで考察することを求めた。100円ショップのように1種類のプライスで統一された
lecturer

50㎥のワンメニューショップ

北原摩留

渋谷道玄坂の裏道における劇場の提案。直方体の箱に、異なる体勢がとれる４種類の楕円型ユニットを、壁床
天井に並べる。各ユニットには覗き穴を配置している。そこでは、天井から、床からといった、普段と違う角度で物
が見える。覗き穴から見るため、劇場にも関わらず、見える部分や見えない部分がある。
また、楕円形が劇場に向
かって凸に配置され、見ている側の形が、内部に現れる。そのことで、見ている自分と、見られている演者、演者を

シンプルな店舗を計画するにあたり、
スケッチとともに常にスタディ模型をつくりながらデザイン検討をすること
で三次元空間の捉え方を模索。
さらに最終成果物として1／20スケールの模型を制作することで、空間構築の初
歩的スキルやインテリアにおけるスケール感を体感的に会得することを目指した。

d COFFEE
園山奈津美

和菓子とコーヒーのペアリングを提案（design）するコーヒーショップをデザインした。ショップ全体は5m×
5mの正方形で、茶室をイメージしている。
さらにその中に2畳の茶室（小上りイートインスペース）
と3畳のコー
ヒースタンドを設け、天井を下げる操作だけで空間を分け、その他のスペースは室内に居ながら庭園にいる
かのような仕掛けを施している。複数立てられた幅の違う壁は人の動きを促す。壁と同じ素材で店内の奥にベ
ンチを作成するなど、デザインの全てに一貫性を持たせることにこだわった。

見ているその他の客との新しい関係性が生まれる。

舞台（中央）
と客席

00

2

100

1

1
2

平面図
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舞台の様子

イメージスケッチ

平面図

複数の壁で構成されたインテリア
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Interior Design B

決められた場所の区画内に本屋をデザインする。業務形態は自由。但し、非現実的な販売方法の業態は不可。

インテリアデザインB

ショールームにならないように注意すること。扱う書籍を絞る、
ジャンル特化などの方法は可とする。本の陳列な

特定素材による空間表現／本屋のデザイン

チシキノモリ
松谷彩佳

どをしっかりと含めたデザインをしつつ、特定の素材を中心に、
デザインの構成をすることを課題とした。

lecturer

メイン素材：木｜場所：東急プラザ表参道原宿内｜敷地条件：129㎡／ CH=3,800mm

高橋 慎

インターネット社会の現代では実店舗での本の購入数は減少している。そのため実店舗で本を購入する
ことに＋アルファの価値を与えることを考えた。そこで欲しいページを一枚単位で購入し、
自分だけの本を
つくることができる本屋を提案する。ページが重なり本となり、そして本から得られる知識も積み重なって
形成されることから
「重」
をイメージした空間をデザインした。

眠る前に一冊の絵本を
中村俊揮

絵本専門店を計画した。幼い頃、毎晩母に絵本を読み聞かされていた経験から今回のコ
ンセプトを考えた。絵本は子ども向けと思われがちだが、実は大人になって読み返すと発
見が多い。そこから、子連れの親子だけでなく、表参道、原宿に多い20〜30代の大人の女
性も楽しめる店舗を目指した。店内は、寝室と屋根裏部屋をテーマに絵本の持つワクワク
感をイメージさせるようなデザインとし、子どもも楽しく、
また大人だけで来ても発見があ

1：ペ ー ジ 棚 から気 に 入った
ページを取り出して、綴る｜2：
平面図｜3：入り口から見る

るような空間を意識した。

14530

PAGE SHELF
CASHIER

EYE CATCH

BIND TABLE

BIND TABLE

ENTER

8921

BIND TABLE

PAGE SHELF

1

2

1

2

3
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1：店内全景｜2：壁面ディスプレイ｜3：エントランスに
はベッドのディスプレイ
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かに過ごせる時間を生み出すか、
また光・音・自然といった外部環境との関係をどのようにつくり出すかなど、さ

住環境デザインA

まざまな課題が潜んでいる。そこで自らの実体験に重ね合わせながら、独創的なテーマを設定し、
自身の住まい

lecturer

二人の都市住まい

grove house
飯田航起

現代の都市住宅について考察と実践をする。過密な都市に住まうことを考えることは、限られた空間をいかに豊

Residential Environment Design A

の物語を綴るのがこの課題である。いま都市に住むことの意味が改めて問われている。開くことと閉じることを両

高塚章夫

立させる高度な空間センスが求められている。
またパートナー（他者）
と住むことで、何を共有し何を個有するか
を考えなければならない。いろんな意味で両義性を持つ「二人の都市住まい」を通じて、未来に向けた新しい都
市住宅のビジョンを創造してほしい。

私と外国人二人のための家。言語によらないコミュニケーションによって成り立つ家を目指す。広いワン
フロアの中に小さな中庭を分散配置することで、間取りがゆるかやに分割されるため自由な使い方が可
能となる。視覚と音が、木々のレイヤーの差により、ゆるやかに繋がり多彩な景色となることで、互いの情
報が自然と視覚に入り込む。同様に外部に対しても曖昧に繋がってゆき、私とパートナー、その他の人の

地を照らす家
長友 舞

ものづくりを生業とする夫婦と小さな息子の三人家族が暮らす家。上の階になるほど徐々に大きくなる
形をしており、下の階より大きくなった部分にはガラス床が取り付けられている。ガラス床からもれる灯
りが地を照らし、家族や個人の時間の中にも柔らかな地域との繋がりを生む。1階はオープンな作業ス
ペース。広い屋外空間には遊具があり、そこに集う子どもたちをきっかけとして家族と地域の人々との交
流が生まれる。

多様な視線の繋がり方が生まれ、色の付いた情報が受け取れる家となる。
1

2

2

3

屋

1

3

4
1：外観。2階および3階のガラス床を通して地面に明かりが
落ちる｜2：コンセプト図｜3：3階のガラス床｜4：断面図。右
がX-X断面、左がY-Y断面｜5：平面図。左から1階、2階、3階｜
6：2-3階の吹き抜けを見る

4

1：1階内観｜2：外観模型｜3：コンセプト｜4：平面図。左から地階、1階、2階｜5：断面図

5

5
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Residential Environment Design B

篠原一男が1963年に、写真家・大辻清司のために建てた別荘「土間の家」が軽井沢にある。むくりの付いた屋根

住環境デザインB

と、それと相反するかのような正方形平面は半分に分割され、片方は土間に、もう片方の畳の部屋はさらに半分

時（トキ）
と間（マ）
を繋ぐ住宅論

あなのいえ

に分割されている。
この「土間の家」
も、現在は長女家族のための普段の住まいとなっているが、大辻家はこの家

lecturer

を今後も別荘として使用したいと考え、敷地内に新しい家の計画を決めた。周りには、当時建てられた清家清、宮

大松俊紀

脇檀らの別荘群が、今も一部廃墟のようになりながらも建ち並んでいる。そんな「時と間」の断層にどのような住
宅論を描けるのだろうか？

「土間の家」の隣に穴の中での生活を営む「あなのいえ」を設計した。今回、住宅を設計するにあたり、人と自
然との関わり方を改めて考えた。人は元来、土に触れながら生活をしていた。食べるときも眠るときも常に
身体は地面と触れていた。そこで、
自然と直に触れ合っていた人間本来の生活を、現代の生活を考慮しなが

角谷夏季

ら設計した。住宅は、地面に大きく穴を掘り、その側面に床をランダムに設置することで、極めてシンプルな

中心のある家
峯村悠司

「土間の家」の平面と構造の中心の大黒柱。
この住宅の構造的な中心性を「家族という関係の中心となる
場」
という意味的な中心性に置き換え設計した。家族が集まり、
ともに食事をする、家族の生活の中心と
なる食卓が住宅の中心にあることで、家族が食卓に自然と集まる動線ができる。さらに敷地境界線に仕
切りがなく隣人が立ち寄りやすい環境から、
この住宅の食卓に集うことで、周囲の住民たちに「家族のよ
うなコミュニティー」が形成されることを意図した。

構造になっている。

1

2

2
4

1

1：外観｜2-4：1階内観｜5：1階俯
瞰｜6：地階｜7：平面図。
（上）1階、
（下）地階｜8：断面図｜9：配置図

3

3

4

6

5

v o id

X 1

v o id
k itc h e n

X 4

X 5

5

7

6

8

X 6

Y 3

Y 4

w o rk s p a c e

Y 8

v o id

24 00

w o rk s p a c e

W .C

Y 11

v o id

W .C

s to ra g e
s p a c e
w a s h ro o m
L D

b a th ro o m

b e d ro o m

7

作

8場作

場作

場

1-5：内観｜6：外観｜7：断面図｜8：平面図。左から1階、地下1階、地下2階｜9：配置図

25 00

X 3
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基本は観察であるが、観察力をあらためて問うという意味においてもまずは空間における単位について議論し、
またフィールドワークを重ねた。そして一つの単位を決定し、それらの単位を見直し、
またはつくり出し、そして集

lecturer

単位

/SLITTER/
川村文香

空間はさまざまな単位で構成されており、それらの集合により空間ができあがっていることも多い。デザインの

Element Design C

エレメントデザインC

合した単位のバリエーションをあらゆる角度から検討することを通じて一つの作品を考えることを目標とした。

芦沢啓治

切れ込みを入れるだけで平面が三次曲面になることに着目した。直線の長さ・間隔・方向を変化させた切れ

1：SLITTER-CUTLERYPAPER／me：カトラリーに敷くペーパー。芽が伸びていくような意匠
2：SLITTER-CUTLERYPAPER／ami：編み目状の意匠
3：SLITTER-ARCHITECTURE／park：S=1／100の建築模型。波の意匠が複雑な凹凸をつくる空間
4：SLITTER-ARCHITECTURE／house：ジグザグの意匠。伸縮にすぐれていて折り畳める凹凸のある空間
5：SLITTER-HOOK：一枚のプラスチックシート下端の重りによりフックが立ち上がる
6：SLITTER-BOOKJACKET：フェルト生地のブックカバー。伸縮し、異なる本の厚みにも対応
7：卒展ではスタディを68点展示。
スタディをもとに制作されたフック、照明、建築模型、
ブックカバー・カトラリーペーパー
8-10：スタディ詳細。切れ込みの形、切れ込み同士の間隔で凹凸が変化する

込みから、波のように見えるような意匠的な切れ込みまで、
どのような立体物ができるかスタディを重ね、
ス
ケールの操作や機能を発見することで5種類の作品を制作した。

2

1

4
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FUELT

一辺60mmの正三角形を一つのユニットとして複数組み合わせることで、現代の暮らしから生まれる多様化した
ニーズに合うカタチを誰でも簡単に生み出すことができるエレメントをデザインした。

松谷彩佳

3

1
2

4
1：ランチョンマットとコースター｜
2：誰でも簡単に組み合わせること
ができる｜3：卒展の展示風景｜4：
FUELTを抜いたあと｜5：立体をつく
ることもできる

5

88
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Element Design C

講評
今年のエレメント課題は力作が多く、また粒ぞろいで桑スペに大き

01

PVC FURNITURE｜武田 忍

02

Re:roll｜松本友香里

03

City｜呉ジュンソク

04

More than ever｜大網 雅

05

ZAKZAK｜杉浦翔子

く掲載する二作品を選ぶのも心苦しかったが、悩んだ末に川村の「/
SLITTER/」
と松谷の「FUELT」
を選んだ。
/SLITTER/｜川村文香 *p.86 当初手を使いカッターでひたすら紙を刻む
ということからスタートし、最終的にはカッティングマシーンを購入しま
た外注などを使いながら、紙を刻み伸ばすということについて研究を重
ねてきた。結果いくつものユニークな解答を示してくれた。小さなグラ
フィックのプロジェクトから建築のプロジェクトまで可能性を見せてくれ
た。
これは必ずしもデザインがある形を目指して洗練されていくというこ
とだけではないことを示している。実験をするような、材料や素材を吟味
していく過程からの発見もまた我々に必要なスキルであることを教えて
くれたとも言える。同時にデザインには発見が重要であることを思い出
させてくれた。
FUELT｜松谷彩佳 *p.88 彼女は小さな課題から問題を掘り起こすことに
長けていたが、今回もそのスキルを遺憾なく発揮した良作となった。
フェ
ルトのパズルから実際の制作、パッケージ、ロゴにいたるまでブランディ
ングまで検討することで実際の商品化への道筋を見せてくれた。
また単
位から導き出されるさまざまな機能に対し柔軟にデザインと思考を施し
ており、最終的な価格まで検討できていたことは素直に賞賛したい。決
してダイナミックなプロジェクトではないが、
こうした小さなプロジェク
トであれ、
ここまできちんとまとめることは容易ではない。
PVC FURNITURE｜武田 忍 *01 塩ビのジョイントによる一連の制作は、
彼がこれから進んでいくであろうインテリアと製作の間においてはアン
カーポイントとなるような作品になったことと思う。
Re:roll｜松本友香里 *02 トイレットペーパーによる照明やパーティショ
ンも実際につくってみることで多くの可能性があること、
また実に美しく
使えることを発見した。
City｜呉ジュンソク *03 このプロジェクトは都市の映像をアクリルチュー
ブの列柱の光に投射することで都市の箱庭をつくるもの。鉄で制作され
たフレームとアクリル棒による什器は美しかったし、狙いは良かったと思
うが、いかんせん時間がなかった。
More than ever｜大網 雅 *04 いつもながら瞬発力には驚かされたが、
卒業設計で時間をかけて考える癖を身につけていってほしかった。
とも
あれ、
その瞬発力は見事だとは思っている。
ZAKZAK｜杉浦翔子 *05 このプロジェクトはジャバラの研究だったが、
構想が壮大であったため、やや着地を逃した感があった。大変興味深い
テーマだし、粘りがあればいつか何かを発見できると思う。
課題を考える上でテーマは実のところさほど重要ではないかもしれな
い。テーマが手と頭を動かすトリガーにさえなってくれればいいのかも
しれない。没頭した制作の過程においてのみ、私たちは多くのこと学ぶ
のだから。

90
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（芦沢啓治）

講評風景。左から芦沢啓治先生、
ゲストの二俣公一氏（ケース・リアル［株］
）
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Interior Design C

このクラスでは前後半ともに、明快なコンセプトから店舗計画・場所の選定・商品の魅せ方・運営の工夫などを魅

インテリアデザインC

力的にプレゼンテーションし、仮想事業主であるケイコとマナブを納得させること、そしてそれが社会の役に立
lecturer

クライアント＆事業を想定して、
最適な場所にショップデザインを提案する

way home

沢瀬 学

つことも目指す。敷地＋コンセプト模型の制作、空間のイメージドローイング、平面図、展開図などから、大きな
模型へと発展し、
コンセプトを分かりやすく伝え、
デザイン力をアップする方法を学ぶ。

内山敬子

夜の街、帰り道をテーマに舞台公演を想定し、脚本、
ダンス、音楽、映像、美術を制作した。夜の街を若者が歩
き、自分と向き合っていくという脚本で、街の持つ表面的な様子とその裏にある見えていない街の空気とい
う二面の表現を目指した。表面的な部分と裏の部分を表現するためにダンサーを二人用意し、実際の舞台も

中村俊揮

表裏でステージが配置され同時に演目が進んでいくように計画した。世界観を伝えるために、映像をつくり、
デモ公演なども行った。

1

2

6

3
Proﬁle

Stage plan

高校生の時に Poppin に出会い、ダンスをするため大
学入学を機に上京する。
入学後、サークルに所属しダンスを始めるが Poppin
を教えてくれる先輩がおらず、Hiphop と Loc kin を学

stage

ステー

、

ともに

に

ける

ぶ。Poppin は独学で身に付ける。
その後、リーダーのイナッツに誘われ、Freest yle チー
ム「トンガリ ﬁnger」を結成。大会で好成績を残す。

ack stage

ack stage

のステー

で

のダンサーが演

を同時

1：コンセプトヴィジュアル｜
2：講演で使用した映像｜3：
舞 台 模 型 写 真 ｜ 4：ステージ
プラン｜5：協力してくれたダ
ンサー｜6-7：デモンストレー
ション講演の様子

メンバーの産休により活動停止後は Poppin チーム

ていく

「S ensher」に加入。現在も活動中。

ダンスを広めたいという気持ちから、ダンサー同士の
交流と多くの人にダンスを知ってもらうためのイベン

stage A

ラストに中

の

で

人のダンサーが

ト「Cru nky Fam」を主催している。

演する

kuwaspe15-16_0713.indd 92-93

芸王グランプリダンスコンテスト 2 0 1 2 千葉地区大会

奧 田 隼 平 -S H U N P E I O K U D A -

4

92

経歴

Dancer

A

アダルト部門 準優勝

芸王グランプリダンスコンテスト 2 0 1 2 決勝大会 アダ

5

ルト部門 S DM 賞

7

第 2 回 日本ダンス大会 エキシビション出演
Line play 等、CM、PV 出演多数
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LINE FACTORY.
塚田誠也

「どんな形にするのか」
、
「どんな機能を付けるのか」
、
「どんな素材にするのか」
、
「どんな人たちに使っ
てほしいのか」……クリエイターならば、何度となく経験する生みの苦しみ。そんな時、利用して欲し
いのがLINE FACTORY.である。
この空間は、
クリエイターたちのアイデアが生まれることを促す「コ・
ワーキングスペース」
である。

LINE FACTORY.の空 の い
この空 には に
の
が敷き
られて
いる。
の
者はこの を自 に うこと
ができ
ッ や
を書く に から い
て う。
また
の
によって くり され
た っさらな空 は
な
を き思
考の
をしないた 、 イデ
しに
で
きる。

1.Pick up

2.Imagine

LINE FACTORY.の空 の い

3.Draw

見

が
された壁 には
の
が し まれている。
この
はそれ れにさま まな
や
が
されている。
イデ
しで き まってしまった はこの
を き、
それに
されている
を ン に たな
を生み すことができる
。
自 で考えて
を 力する ッ
とは い、
自 には
い り口から イデ を
する ッ
になる。

春
2

3

4

5

6

1
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1：紙が積層された床と壁｜2：コンセプト｜3：
内観の俯瞰｜4：カウンター席とパーテーショ
ン｜5：テーブル席｜6：エントランス側から見
た外観｜7：ドリンクカウンターと天井照明

7

95
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うにもっと生活に取り込んでもらうために、そのコーディネートを提案・

Interior Design C

講評

01

ラブ＆ポップ｜赤坂由乃

販売する。大きな空間の中に入れ子のキューブが浮かび、その内部と外
部で時に片面が真っ白な画廊空間、反対側は同じ絵画のある居住空間
になっている。
これまで絵画などを学んできた本人が、
スペースデザイン

06

select music shop
~installation music space~｜
山田 晋

とグラフィックデザインの違いを本学で模索し続け、卒制でヒントを掴む
ことができたようだった。図と地、それぞれのヒエラルキーを絵画ギャラ

最初に総評として、夜間クラスとしては最後の受け持ちとなったこのクラ

リーと家具屋さんの入れ子店舗で整理し切って発見！

スは、非常に積極的なメンバーで、最終講評も前々から企画書を提出し

select music shop ~installation music space~｜山田 晋 *06 既存商業

て、研究所1階ホールで行った。常々指導したいことのひとつとして
「積極

施設のリノベーションデザイン。音楽を心の拠り所とする彼は、その恩返

的に環境に働きかけてモノ・コトを面白く実現していく」
ことがあったの

しとして敢えて今「タワーレコード渋谷店」の全改装デザインを卒制に選

で、
リアクションを感じられたのは嬉しいことであった。
またその結果、手

んだ。
ド直球なその提案には、時に困惑を感じながらも文化とビジネス

掛ける空間デザインも建築から舞台までジャンルの広いものになった。

の関係について、深く考え込まされることになった。
クラシックのインテ
リアはオーケストラサウンドに似た多重性と拡がりを感じさせる波紋の

way home｜中村 俊揮 *p.92 舞台演出デザイン。本人の抱く、社会との
距離感覚を同年代・同じような境遇の人々に、抽象的に共有してほしい
という強い思いからデザインが始まった。音楽を得意としながらスペー
スデザインを当校で学ぶことで、音と空間の結びつきを強く希求し続け

02

URBAN SIDE｜江戸隆太

03

TUTTI｜江場希世美

04

Carport｜小野 敬

05

ART BOX｜角谷夏季

ようなデザインモチーフ、現代音楽はミニマルなデジタルイメージ、な
ど各フロアで異なった音楽ジャンルイメージモチーフは、若干短絡的で
はあったけれど、強い共感力が感じられた。

（沢瀬 学、内山敬子）

た結果、街と自らの現在の関係をコンセプチュアルなテキスト→シーン
コンテ→音楽製作→ダンサー創作の舞踏＋舞台空間デザインと昇華し
た。最終講評以降もコツコツとブラッシュアップを続け、独特の舞台形式
を掴んだことも評価している。
LINE FACTORY.｜塚田誠也 *p.94 戸建の飲食店舗デザイン。
「白い紙に
……落書きを……」
と言い続けながらプログラムがイマイチ定まらずに
もデザインは進み、終盤で見事にアチコチの矛盾が晴れ始めて最終的
にナカナカクールなサードプレイスカフェができ上がった。
こちらも勉強
になった。大学施設やキャンパス型郊外企業敷地内などでも実現可能
かもしれない。
ラブ＆ポップ｜赤坂由乃 *01 舞台演出デザイン。村上龍氏原作、庵野秀
明氏によって映画化された「ラブ＆ポップ」を舞台化する計画。思い入れ
の強さに対し具体的なデザインへの転化に最後まで苦しんだが、
この経
験を次のクリエイションにつなげてもらえたら。考え込みすぎずに、具体
的なデザインや行動から創作のリードを貰える手段を身につけて。
URBAN SIDE｜江戸隆太 *02 戸建の服飾・物販・飲食の複合店舗デザイ
ン。
「ルアーフィッシング」をクールなストリートカルチャーとして発信し
ていくブランドの旗艦点計画。論理的なコンセプトストーリーと現象的
な雰囲気づくりに見るべきものがあったが、両者を繋ぐ空間構想力を磨
いてほしい。そこにこそスペースデザインの真価があると思う。
TUTTI｜江場希世美 *03 戸建の宿泊施設デザイン。
自身が大学までヴァ
イオリンを学んだ故郷名山の麓に、音楽への想いを共有した者同士が
もてなし、もてなされる宿の計画。パーソナルな熱い想いをどこまで表
現に昇華して他者に伝わるものに変換できるのか、挑戦し続けてほし
い。いつか音楽のための素晴らしい空間がつくられたらいい。
Carport｜小野 敦 *04 戸建の商業施設デザイン。
トヨタレンタカーが店
舗を二子玉川ライズ脇に設けるなら、
どんな新提案ができるかを追求し
続けた。時にロジカルに時に感覚的に、さまざまなアプローチでプログ
ラム＆空間設計を試みた能力は高いものがあるので、最後の仕上げに
も注力を。土地・建物を車の通行空間として立体的かつ造形的にデザイ
ンした構想は見るべきものがあった。
ART BOX｜角谷夏季 *05 戸建の商業施設デザイン。絵画を家具と同じよ
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ゲストに久山幸成氏（クライン ダ
イサム アーキテクツ）を招いて講
評会を行った
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桑沢での最後の住環境の課題として、以下の項目について深く考え、そして自分なりの回答を建築（プログラム
や空間の総体）
で表現するもの。
「住宅とは何なのか」
「家族とは何なのか」
「社会性とは」
「身体性とは」─人は

ses
cour
ing
even

Residential Environment Design C

住環境デザインC

部
夜間
生
2年

互いに関係づけられながら、社会とも繋がり、そしてその場は同時に自然現象や地形などとも密接に呼応する関

lecturer

多人数が住む新たな環境

係にある。私たちは住む場を考える時に、
もはやその器（建築）だけを考えれば良いのではなく、環境そのものを

田井幹夫

─公共性と身体性を併せ持つ、多人数のための住空間

生み出すつもりで設計しなければいけないのではないだろうか。
地図
学童保育所
川崎信用金庫
ブレーメン通り商店街

井田中ノ町商栄会

川崎信用金庫

井田郵便局

アトリエBAU＋HAUS

自身の身近にある
「空き家」などの遊休地問題、子供たちと貧困の問題、物づくりの伝承の問

時代背景

題、それらが抱える問題に着目。
アトリエ型シェアハウス（賃貸型制作工房）を建設し、地域に
開放することで、建築的手段による諸問題の解決を目指した。
また、
アートとデザインの作業

渋谷 隆

東急東横線
元住吉駅西口

井田消防署

「空き家」諸問題／学童保育待機児童の問題／子供の貧困問
題／教育の機会均等の問題／デフレ経済の中での生活／非
正規雇用拡大の問題／起業家精神の必要性

川崎市立
井田小学校

場所（FabLabなど）を提供するだけでなく、学童保育所として地域住人も取り込む魅力的な

井田郵便局

空間とするための空間操作を織り込んだ。

大正橋
矢上川
ブレーメン通り商店街

大正橋
第一中山
マンション

了善寺

1E

第一中山マンション
第一中山マンション

E
1E

大正橋

井田消防署

E

矢上川

第一中山
マンション
E
E

5

4

元住吉駅西口

敷地図

2. スロープによる外部からカフェへのアプローチ
B

1. レベル差によるスタッフルームの空間仕切り

A

8780

A

7000

4. 可変ルーバーによる
日差し調整機能と簾による西日の制御

B

3. RC躯体とアンカーボルト結合による混構造
（木造部水平応力の保持）

10510
5. 真空ガラスの採用による結露の防止
（エアコン不要で省エネ効果絶大）

19510

6

7

1

市街化区域の概要

用途地域：第一種低層住居専用地域
容積率(%)：100
建ぺい率(%)：50

木造部 水平
力
部

の応
持

外壁後退距離：道路側を除く敷地境界から１ｍ
最低敷地面積：100㎡

3

9

ｶﾌｪ

ｶﾌｪ
ｽﾛｰﾌﾟ

10

螺旋階段

1

プ

ﾗｳﾝｼﾞ
ﾗｳﾝｼﾞ

本棚

本棚

1

本棚

ー

RC部 木造部 アン
カーボルトにより

Fab Labo／学童保育所
ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
3D
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

3D
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

3D
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

3D
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ

ベッド

ﾍﾞｯﾄﾞ

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ

木工室
塗装室

ベッド

ｼｮｰﾙｰﾑ

ｺｰﾋｰ
ﾏｼｰﾝ

木工室

ﾄｲﾚ

8
造

2
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断面A-A

断面B-B

11

12

1：全体俯瞰CG｜2：構造図｜3：断面図。左が南北、右が東西断面｜4：ダイアグラム。敷地周辺をとりまく待機児童の問題とクリエイターの世界をつ
なぐ建築プログラム｜5：敷地は東急東横線元住吉駅周辺に広がる住宅地｜6：5つの空間操作｜7：配置図｜8：3階カフェ｜9：学童保育とFabLab
を兼ねる空間｜10：2階キッチン｜11：2階屋上。
ゲージにかかる簾が日差しを調整する｜12：1階スタッフルーム
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講評

空間というのは連続的なものであり、家具的なモノから都市に至るま
で、全て身体によって体感するものだ。
これらを、エレメント、インテリア、
住空間と大きく三つにカテゴライズしてコース分けしているのが桑沢の
教育の特徴である。学生たちは同時並行で三つの課題をこなしていく

01

Nucleus House
〜子育てのためのシェアハウス〜｜
王宇

能性のある提案と言える。構造や素材にも言及していて、
ソフトとハード
を両立できた卒業制作としては稀な例だ。
より深い建築への探求と実践
を期待する。
華街に建つ高層のシェアハウス。シングルマザー、共働きなど子育てが

のトレーニングを頭の中では行なっていることだろう。

難しい世代が集まって住むことで、仕事と子育ての両立を促す社会的

この授業では後半になると、卒業制作を集中して行なうため、三つのう

なテーマをもった作品。非常に大胆な形態で都市に対峙し刺激的な作

ちひとつを選択することになが、
この時の選択の根拠に疑問を感じるこ

品だが、ただ一緒に住むだけではなく、もう少し突っ込んだプログラム

とがある。

の提案がないと、ただの箱モノになってしまうので注意が必要だ。

そもそも、空間をデザインすることに三つのカテゴリーはないのだが、

MATA KOIHE｜黒澤圭祐 *02 実家のある弘前の中心地に地域の文化と

一応の表向きの顔として、家具デザイン事務所、インテリアデザイン事

観光が混ざり合うような宿泊施設を計画したもの。
日本文化をさまざま

務所、建築設計事務所と名付けられている。そもそもデザイナーはス

な空間言語で示しつつ、地域住人と観光客が出会う場となることが意図

ケールを超えて思考しているのだが、特に近年はそれぞれの事務所の

されているが、
プログラムの詰めと空間構成の甘さが目立ってしまった。

仕事内容は横断的で、あまり差異がなくなってきているようにも思える。

柔らかく自然の木々や環境と融解し合うような形態は魅力的ではある。

ターを決めているともいえる。なので、もし将来の修業先を決めるので
あれば、代表デザイナーがどのような思想の元に何をつくろうとしてい

02

懐かしさの残るまち｜興梠 茜

Nucleus House〜子育てのためのシェアハウス〜｜王 宇 *01 新宿の繁

が、その時に課題同士の連動はないものの、
スケールを超えたデザイン

だから、それぞれのデザイナーの立ち位置や思想が事務所のキャラク

03

MATA KOIHE｜黒澤圭祐

懐かしさの残るまち｜興梠 茜 *03 渋谷川沿いの再開発に対峙するよう
に、川への視線を特徴としながら観光客を含めた多世代の住民が絡み

04

路地庭がつくる都市の暮らし〜
都市の住宅街に挿入された
庭によって生まれる
新たなコミュニティ｜峯村悠司

合う逆円錐状の吹抜けをもった施設。川への思いの深さは当初より変わ

るかを調べ、共感できるかで決めていくのが適当だろう。
しかし、残念な

らずこだわりを感じるが、その先の計画が何を意図しているのか、いまい

がら表向きの作品や事務所の名前で三つのカテゴリーとして認識し、選

ち伝わりにくい結果となってしまった。

択していく人が多いようだ。合わせて、卒業制作のコース選択も、それら
の希望就職先を基準に決めていることがほとんどだろう。

路地庭がつくる都市の暮らし〜都市の住宅街に挿入された庭によって生
まれる新たなコミュニティ｜峯村悠司 *04 木造密集地域のもつ問題に、

せっかくボーダレスに学んできたのに、旧体質的な世の中のカテゴリー

ボイドと建物とプログラムを合わせて挿入することで、街自体を変えて

に従って就職していくというのは少し寂しい。
自由な発想をもって社会の

いこうという意欲的な作品。落ち着いてしっとりとしたデザインは「いま

中ではスケールを超えてデザインの力で世の中に向き合ってほしい。全

どき」的なテイストで、もう少しデザインの力を信じて欲しい感はある

てを横断的に活動し、世の中を変える原動力になってほしいものだ。教

が、
プランニングは良く練られていて、実現したらうまくいきそうな気が

育に返せば、桑沢の教育も考え直す必要があるようにも思える。そもそ

する。

（田井幹夫）

も桑沢はデザイン専門学校としては最高峰である。決して職業訓練学校
や、就職予備校のようになってはいけない。誤解を恐れずに言うなら、技
術を教えるのではなく思想を教えるべきだ。それに対して、はたして相応
しい教育のカリキュラムになっているのか、
この辺りで一度見直す必要
があるようにも思える。さて、今年の住環境コース選択者は5名。例年の
ことではあるが、
スケジュールの組み立てに苦しんだ作品制作となった。
スケジューリングもデザインの一部であるということを如何に学んでも
らえるのか、講師としてももっと真剣に悩まなくてはいけないと感じさせ
られる。以下、各作品の個別講評を行う。
アトリエBAU+HAUS｜渋谷 隆 *p.98 力作だ。学区ごとに仕事場と学童
とファブラボ、カフェなどが絡み合った地域のための新しい居場所の創
出。非常に具体的な提案でありながら、
プログラムの新たな取り組み方
は、
これからの時代におけるサードプレースの在り方としても、非常に可
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講評風景。左から非常勤講師
の高塚章夫先生、ゲストの川
辺直哉氏、田井幹夫先生
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Kuwasawa Space Design Topics 2015/16
レクチャーシリーズ2015/16 レポート

1

#

3

2015.11.30

酒井博基

kuwasawa design s hoo

株式会社リライト取締役

"

space design theory

e ening lectures winter 2015/2016

s
e design ourse
e ure series
所

ース

ン

18:00 - 21:10
ン

ン
6

クチ

所/

することが大切。コンセプトの役割は、プロジェク
トメンバー全員が上下関係なくアイデアをつくり出
せる状況を生むこと。いいコンセプトは、シンプル
で、ギャップがあり、誰でもアイデア出しに参加で
き、共感でき、未来を見据えたビジョンがある。

ーシリーズ

1 ホール

入

2015.11.30
Tachibana Akihito

2_11.16 mon

石山 友美

Ishiyama Tomomi

3_11.30 mon

酒井 博基

Sakai Hiroki

4_12.7 mon

福津 宣人

Fukusu Nobuto

5_12.14 mon

池田 修

Ikeda Osamu

6_12.21 mon

寺田 尚樹

Terada Naoki

スタジオ

東

所 32

リ

役

ーティス

スペースデザイン領域周辺の他分野で活躍しているゲストを毎年お
招きしている夜間部レクチャーシリーズも今回で 7 年目を迎えた。
毎回前半はゲストによるレクチャーで、後半はゲスト、学生、そし
て非常勤講師も含め、デザインに関するさまざまな意見を交わす
議論の場になっている。また、このレクチャーシリーズは、他学科
の学生はもちろんのこと、外部の者にもオープンな場でありたいと
願っている。

所 32

所 1 ホール

BankART1929

PHスタジオ

ー

1

所 1 ホール

所 1 ホール

"

橘 昭仁

がある。パターンを用いた作品でも、同じものの連

することは、自然界の本質を表現することではないか。

5

2015.12.14

池田 修

BankART1929 代表・PH スタジオ代表

"

現場に足を運んでその背景を探っていく。好きな
ことを突き詰めていくことが仕事につながるという
ことを実感している。デザインする人、形にする人、
その他の分野を分ける必要はない。「デザインを
する」だけがプロジェクトの全てではなくて、それ
を取り巻く環境を知ることが大事である。

2015.11.16

石山友美

映画監督

アメリカ留学中にノワール映画に惹かれるこ
ととなり、映画の世界に入った。映画の中で
は、登場人物の立ち位置や視線の動き、セ

アートとは「赤ちゃんの発話」。わからないものを表
現するのがアートの機能。「なるほど」と理解させ
るのではなく、わからないけれど何かひっかかるも
のを、拾ってかたちにしていく。鑑賞する側も、何か

"

"

「あぁ」と感じれば、その「あぁ」の中に何かがある。
それは物事を喚起させるのに機能するものだ。

#

2

2015.12.21

寺田尚樹

"

建築家・デザイナー
建築では表現できないことがたくさんあり、TERADA
MOKEI といったプロダクトや映像などを通してそれら
を表現している。しかしそれはあくまで建築設計事務

リフ、動作、音楽、照明など、総合的な映

所としての制作で、自分なりのフィルターを意識して

像の設計によって、鑑賞者の視点を操作する。

いる。そのうえで、良いデザインとは人の価値観に

そして鑑賞者は、製作側によってつくられた

影響を与えられるようなものだと思う。

"

視点を無意識に受け入れるのだ。
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6

のかという予感を与えられる、シンプルな表現に興味
続を繰り返し描くうちに、必ず変形が起こる。同じよ

スタジオアナグラム代表・石巻工房 東京営業部長

102

#

物事の多様性や変化を踏まえたうえで、それが何な

うなものの集合と、異質なものの集合。これを表現

#

2015.11.9

"

4

アーティスト

ポスター

#

#

福津宣人

所 32

"

橘 昭仁

"

1_11.9 mon

"

ス

何かをつくるときには、まずコンセプトをデザイン

"

s

Topic

103

2016/07/14 8:23

s

Topic

2

第39回学生設計優秀作品展

─建築・都市・環境（レモン展）
鄭 愛香（昼間部・内田ゼミ卒業生）が審査委員長の山本理顕賞
を受賞！

s

Topic

3

「3つのインテリアエレメント」展開催
会期 2015年7月28日
（火）〜8月2日
（日）
会場 ギャラリー ル・ベイン
（六本木）
主催 桑沢デザイン研究所 昼間部2年生
スペースデザイン専攻 26名
会期 2015年12月23日
（水）〜28日
（月）
会場 横浜赤レンガ倉庫1号館2Fスペース
主催 一般社団法人ジャパンインスティテュート
＊「VOL.4 U35・500 ARTISTS JAPAN EXHIBITION」で巡回展示

エレメントデザインⅡA（p.20）で制作した作品を第三
者に体験してもらい、その感想に直接触れることがで
きる機会を設けるための試み。3 つのインテリアエレ
メントによりつくられる空間を表現する。日常生活の中
で体感している空間を考察し、それらを構成している
家具などのインテリアエレメントを制作し、展覧会を開
催した。低温乾燥によって材料の可能性を拡げた杉材
を主に使用することで、私たちの周り取り巻く環境に思
いを馳せながら、作品制作を行っている。
（担当講師：水谷雅文）

s

Topic

4

「座る機能を持ったもの〜デザインのあらすじ」展開催
会期 2015年4月14日
（火）〜19日
（日）
会場 桑沢デザイン研究所1階ホール
主催 桑沢デザイン研究所 夜間部2年生
スペースデザイン専攻 21名
自分の頭の中に描いたイメージを二次元のドローイン
グに落とし込み、さらには原寸大でリアルに制作する
─。デザインという行為の中では至極当前のことの
ようだが、これを最初から全て一人でこなす経験は案
外少ない。特に学生にとっては何もかもが初めてに違
いない。掴みどころのない課題内容から何かキッカケ

会期 2016年5月15日
（日）〜18日
（水）

を掴んでガムシャラにもがいている学生の姿を見続け

会場 明治大学 駿河台校舎 アカデミーコモン 2F

て今年で 7 年目となる。展覧会の DM・ポスター制作、

主催 学生設計優秀作品展組織委員会・レモン画翠

会場構成まで含めて学生が主体で行っており、この展
覧会開催まで含めてスペースデザインの課題となって

主に関東地方周辺の大学、専門学校の建築・インテリア学科の代

いる。

表作品が出品され、有名建築家によって審査される展覧会。今年

（担当講師：堀岡 勝）

の審査委員は、建築家・山本理顕氏、小嶋一浩氏、大西麻貴氏、
仲俊治氏、安原幹氏の 5 人。今年は、昼間部内田ゼミから鄭愛香
が出品。作品は、「SHIBU 宿」（p51）
。渋谷 109 裏手の今やラブ
ホ街となっている百軒店商店街の再生計画。街区を取り囲む雑居
ビルの上層部を観光客などに向けた宿＋アルファの施設に改装す
ることで、ラブホ街を見られる対象と化し、商店街の自発的再編と
渋谷における新しいバブリック・スペースを提案したもの。
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本誌に掲載している授業の担当講師を中心に紹介します。

浦田孝典

うらた・たかのり

［非常勤講師］

1996年桑沢デザイン研究所リビングデザ
イン科卒業、97年（株）
スペース、2002年吉
岡徳仁デザイン事務所技術スタッフ、10年
（株）浦田孝典デザイン事務所設立。

基礎デザイン
（空間演出）

講師紹介

office-U 2013

芦沢啓治

あしざわ・けいじ

［非常勤講師］

遠藤幹子

1996年横浜国立大学建築学科卒業。96年〜
2002年architecture WORKSHOP 、02年〜04

えんどう・みきこ

年super robot、
05年芦沢啓治建築設計事務所
設立、
06年〜
（株）
芦沢啓治建築設計事務所。

［非常勤講師］

エレメントデザインC

インテリアデザインⅡB

東 京 芸 術 大 学 、ベ ルラー ヘ・インス ティ
テュート・ア ムス テ ル ダ ム 修 了 。o f f i c e
mikiko一級建築士事務所代表。一般社団法
人Mother Architecture代表理事。大人から
子どもまで創造力を育む場づくりとワーク
ショップを多数手がける。主な作品に三重
県立博物館こども体験展示室ほか、共著に
『ゼロ世代 11人のデザイン作法』ほか。
100人の地域住民とつくった
ザンビアのマタニティハウス

Skycourt

磯 達雄

いそ・たつお

［非常勤講師］
現代建築論
空間論

大松俊紀

1988年名古屋大学卒業。88〜99年日経アー
キテクチュア編集部勤務後、2000年独立。02

おおまつ・としき

年〜フリックスタジオ共同主宰。01年〜桑沢
デザイン研究所非常勤講師。
08年〜武蔵野美

［専任講師］

術大学非常勤講師。著書に『昭和モダン建築

いながき・るみ

ル・ブンショーテン／CHORA、ロンドン勤
務。96〜99年ベルラーヘ・インスティテュー
ト・アムステルダム（98〜99年文化庁芸術

家在外派遣研修員）
。2001〜05年OMA ASIA
内田 繁ゼミ
（現RAD）、香港。05年〜大松俊紀アトリエ。
住環境デザインⅡB
住環境デザインB
基礎デザイン
（空間演出）
など

巡礼』
『ポストモダン建築巡礼』
『菊竹清訓巡礼』
『日本遺産巡礼』
など。
『日本遺産巡礼 東日本30選』

稲垣留美

1996年京都工芸繊維大学卒業。97年ラウ

北岡節男

桑沢デザイン研究所卒業。2002年、
スタジオ
80入社。04年〜（株）内田デザイン研究所移

きたおか・せつお

籍、
現在チーフデザイナー。

［非常勤講師］

［非常勤講師］

基礎デザイン
（空間演出）

基礎デザイン
（空間演出）

祈りの杉

1974年桑沢デザイン研究所卒業。77年（株）
北岡デザイン事務所設立。山本耀司、高田
賢三、菊池武夫、バーニーズニューヨーク
ニューヨーク店などのショップデザインや飲
食店、美容室、展示会、集合住宅などを手が
ける。日本の巡回展をはじめ内外の展覧会
に家具などを出展（フィラデルフィア美術館
に収蔵）。

SOLANA

内田 繁

うちだ・しげる

［客員教授］
内田 繁ゼミ
文化論
現代デザイン論

トワイライト2

北原摩留

桑沢デザイン研究所前所長。
毎日デザイン賞、
芸術選奨文部大臣賞等受賞。紫綬褒章受章。

きたはら・まる

日本を代表するデザイナーとして国際的評
価を受けるなか、世界各国での講演、国際コ

［非常勤講師］

ンペティションの審査、展覧会、世界のデザイ

インテリアデザインA

ナーの参加するデザイン企画のディレクショ

K.I.D.アソシエイツ在籍。慶應義塾大学大学
院修了後、シーラカンスアンドアソシエイ
ツ、
日建スペースデザイン勤務のかたわら、
フリーランスでデザイン活動を行う。2002年
より現職。主な作品に「Wakiya一笑美茶樓」
「トゥーランドット」など。

ンなど、つねにその活動が新しい時代の潮流
を刺激し続けている。
Dancing Water

内山敬子

うちやま・けいこ

［非常勤講師］
インテリアデザインC

Wakiya─笑美茶褸

木下庸子

沢瀬学と
「KEIKO+MANABU」で活動。
「ピア
スから宇宙開発のお手伝いまで」を掲げ、

きのした・ようこ

日々の暮らしや自然の中の美しさ・楽しさ、
時に厳しさからのインスピレーションを自

［客員教授］

由なかたちや空間に現すことで、
クライアン

住環境デザインⅢA

トとともに社会にとってより良い未来を提案

1977年スタンフォード大学卒業、80年ハー
バード大学デザイン学部大学院修了。81年
〜84年内井昭蔵建築事務所勤務、87年設計
組織ADH設立、2005〜06年都市再生機構
都市デザインチームチームリーダー、08年
〜工学院大学建築学部教授。

する。
シアトルと東京に拠点。
Ellipse Sky
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沢瀬 学

さわせ・まなぶ

［非常勤講師］
インテリアデザインC

土井智喜

内山敬子と
「KEIKO+MANABU」で活動。
「ピ
アスから宇宙開発のお手伝いまで」を掲げ、

どい・ともき

日々の暮らしや自然の中の美しさ・楽しさ、
時に厳しさからのインスピレーションを自

［非常勤講師］

由なかたちや空間に現すことで、
クライアン

桑沢デザイン研究所夜間部スペースデザイ
ン専攻科卒業。インテリアデザイン事務所
勤務の後、2011年〜and Associatesにて活
動。

インテリアCADⅢ

トとともに社会にとってより良い未来を提案
する。
シアトルと東京に拠点。

薬園台シェアハウス

Ellipse Sky

鈴木真弥

すずき・しんや

［非常勤講師］
基礎デザイン
（空間演出）

中島崇行

1991年 桑沢デザイン研究所を卒業。現在、
日建スペースデザインにてシニアデザイ

なかじま・たかゆき

ナーとして勤務。
「東京スカイツリー」
「読売
新聞本社」
「ホテル レオパレス博多」
「流山

［非常勤講師］

おおたかの森SC」など、多分野のインテリア

日本大学卒業後、設計事務所勤務。その後
ICSカレッジオブアーツインテリアデザイン
科II部にてデザインを学び、現在インテリア
デザイン事務所に勤務。

インテリアCADⅡ

デザインを手がける。

東京スカイツリー

田井幹夫

たい・みきお

［非常勤講師］
住環境デザインⅡA
住環境デザインC

学工学部建設学科建築学コース卒業。92〜
ステルダム在籍。94〜99年内藤建築設計事

住環境デザインA

［非常勤講師］

務所。99年アーキテクト・カフェ主宰。2004年

インテリアデザインⅢA

アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務

スペースカウボーイ代表。インテリアデザイ
ナー。多摩美術大学卒業、ロンドンAAスクー
ル留学、日建スペースデザイン勤務を経て
独立。主な作品に「ミッドランドスクエア商
環境」
「東急病院大岡山駅」など。最近はホテ
ルや住宅、ストリートファニチャーなど幅広
く、海外でも活躍。静岡文化芸術大学デザイ

所設立。05年〜横浜国立大学非常勤講師。12

ン学部教授。

和賀材木座の家
―空（くう）の箱―

パラオ水上レストラン計画

長岡 勉

aaat代表。1998年京都大学工学部建築学科
卒業。2000年パリ建築大学ラ・ヴィレット校

ながおか・べん

修了。00〜08年伊東豊雄建築設計事務所。
京都造形芸術大学非常勤講師。主な作品に

［非常勤講師］

「Loop／Roof」
「takram omotesando」など。

1997年慶応義塾大学大学院政策メディア研
究科修了。
2001年point設立、
代表。
03年からク
リエイターの為のシェアオフィス“co-lab”の共
同運営。
JCD2008年度金賞
（MUSVI）
。

エレメントデザインⅡB

11年以降、宮城県女川町復興事業にも従事。

Diesel Denim
Gallery

WELL

高橋 慎

たかはし・しん

［非常勤講師］
インテリアデザインB

Photo：T.Hiraga

［非常勤講師］

なかやま・さだを

93年ベルラーへ・インスティテュート・アム

常勤講師。

たかつか・あきお

中山定雄

1990〜91年石原計画設計。92年横浜国立大

年〜台湾東海大学客員准教授、法政大学非

高塚章夫

CERA trading WC リノベーション

鳴川 肇

桑沢デザイン研究所卒業後、クラインダイ
サムアーキテクツ。2011年Specialnormal

なるかわ・はじめ

Inc.設立、代表。インテリアデザインを主軸
に、多角的な視点から提案している。作品

［非常勤講師］

に、Kabuki Gate、NIKEBASKETBALL、note et

デッサン

silence.など多数。

VMX Architects、佐々木構造計画研究所を
経て09年オーサグラフ（株）設立。ICC「オー
プン・スペース 2009」で独自開発投影図法
を公開。11年、日本科学未来館大型デジタ
ル地球儀（ジオコスモス）、世界地図アーカ
イブ（ジオパレット）等設計協力。
日本科学未
来館アドバイザー。慶應大学政策・メディア
研究科准教授。
オーサグラフ世界地図

Kabuki Gate

高山和憲

たかやま・かずのり

［非常勤講師］
インテリアCADⅡ
インテリアCADⅢ

比護結子

インテリアデザイナー。日本大学卒業。早稲
田大学芸術学校デジタル・デザインコース

ひご・ゆうこ

卒業。建築設計事務所、インテリアデザイン
事務所勤務。静岡文化芸術大学非常勤講

［非常勤講師］

師。一級建築士。

エレメントデザインB

baikal project SPA
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1997年東京工業大学大学院修士課程修了。
99年一級建築士事務所ikmo設立。桑沢デ
ザイン研究所、芝浦工業大学、日本工業大
学、東京電機大学非常勤講師。2009年「キ
チ001」にて東京建築士会住宅建築賞。15年
「cotoiro」にてグッドデザイン賞2015。

cotoiro
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平岩良之

ひらいわ・よしゆき

渡邉健介

2007年東京大学大学院工学系研究科建築
学専攻修了、同年から佐々木睦朗構造計画

わたなべ・けんすけ

研究所勤務。

［非常勤講師］

［非常勤講師］

モデル

住環境デザインⅢA

東京大学工学部建築学科卒業、同大学大学
院修士課程修了、
コロンビア大学建築学部大
学院修士課程修了
（フルブライト全額給費奨
学生）
。SHoP、C＋A勤務後、2005年渡邉健介
建築設計事務所設立。現在、東洋大学非常勤
講師。

新青森県総合運動公園陸上競技場

藤森泰司

ふじもり・たいじ

［非常勤講師］
エレメントデザインⅢA

君津の保育所＋看護師寮

渡辺真理

藤森泰司アトリエ代表。家具デザインを中
心に、建築家とのコラボレーション、
プロダク

わたなべ・まこと

ト・空間デザインを手がける。近年は家具的
な思考を掘り下げていくことによって、さま

［客員教授］

ざまなデザイン分野へ活動領域を広げてい

住環境デザインⅢA

る。モノの形の先にある、新たな「佇まい」の

1977年京都大学大学院修了、
79年ハーバード
大学デザイン学部大学院修了。
81年〜87年磯
崎新アトリエ勤務、87年設計組織ADH設立、
96年より法政大学教授。
「集合住宅をユニット
から考える」
（新建築社、2006年、共著木下庸
子）
ほか著。

デザインを目指している。
www.taiji-fujimori.com
SN

RINN/arflex

藤原敬介

ふじわら・けいすけ

［非常勤講師］
藤原敬介ゼミ

1992年株式会社スタジオ80入社、内田繁に

その他の非常勤教員リスト（五十音順）

師事。2001年藤原敬介デザイン事務所設立。
「銀座マロニエゲート」などの店舗デザイ
ン、テレビドラマのデザイン監修など活動は
多岐に渡る。11年より首都大学東京システ
ムデザイン学部准教授。モスクワ建築インテ
リア国際フェスティバルインテリア部門優秀
賞など受賞歴多数。
5PM in the SUMMER

藤原俊樹

ふじわら・としき

［専任講師］

藤原俊樹デザインスタジオ代表。武蔵野美
術大学大学院修了後、空間演出デザイン学

堀岡 勝

［非常勤講師］
エレメントデザインB

河原武儀

塩浦政也

寺田尚樹

堀江 徹

浅野泰弘

光嶋祐介

紫牟田伸子

野老朝雄

前川知子

池田 修

後藤 武

鈴木紀慶

長島明夫

松本文夫

石山友美

小阪 淳

鈴木康則

名児耶秀美

森川嘉一郎

伊藤邦彦

酒井博基

高瀬磨理子

福津宣人

山村真司

温野まき

佐々木雄旗朗

橘 昭仁

光畑由佳

科研究室助手、空環計画研究所勤務を経て
現職。主な作品に「トヨタ博物館」
「東京都

庁・都政情報センター」
「リビングデザインセ
藤原敬介ゼミ
ンターOZONE」
「岩宿文化資料館」
「襟裳岬・
インテリアデザインⅡA
風の館」など。
空間構成
基礎デザイン
（空間演出）
など

ほりおか・まさる

相澤久美

襟裳岬・風の館

堀岡建築研究所代表。一級建築士。東京芸術
大学卒業後、内藤廣建築設計事務所、
シーラ
カンスアンドアソシエイツなどに勤務。
ドイツ
の家具職人学校主席卒業、
ドイツ家具職人資
格取得。帰国後、
ミネルバ勤務などを経て独
立。
主な作品に
「新宿区立佐伯祐三アトリエ記
念館」
「鎌倉紅谷幸浦工場」
、
など。
aqua×ignisの休憩室「石庭クッション」

水谷雅文

みずたに・まさふみ

［非常勤講師］

多摩美術大学環境デザイン学科卒業。
2002年
〜11年株式会社スタジオ80、
株式会社内田デ
ザイン研究所在籍。12年株式会社フューチャ
リティを設立。

エレメントデザインⅡA
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今年（2016年）3月まで非常勤講師をしていただいていた北岡節男先生が、去
る4月18日亡くなられた。まだ69歳であった。先生は、桑沢夜間部に26歳で入
学、そして卒業後、77年に北岡デザイン事務所を設立。山本耀司やバーニー
ズ・ニューヨークのショップデザインなど数々の名作を世に送り出してきた。そ
の北岡先生とこの7年間、昼間部1年生の基礎デザインを教えられたことは、
私にとっての貴重な財産となった。北岡先生は、辛口ながらも、いつもデザイ
ンに対して非常に正直で真摯な態度を取られていたことは、本当に尊敬に値
した。北岡先生の数々の名言は今も私の心を捉えて止むことはない。例えば、
「便利は世の中を汚くする」などなど
（「桑スペ2013-14」において、北岡先生
にインタビューしているので、是非読んでほしい）。
とりわけ、
「デザインは（物
事を）抽象化する行為である」
という先生の信条は、私の考えと見事に一致し、
一緒に教えることに大きな喜びを感じていた。公私ともに親しくしていただい
た先生からは、デザインに対する姿勢を学ばせていただいたし、我々が二人し
て学生に教えてきたことは、色や形のデザインでは毛頭なく、
「デザインに対
する姿勢」以外の何ものでもなかった。
またすぐに会えると思い、亡くなる2ヶ月前の学生との飲み会で十分に話さな
かったことを今でも後悔している。今もう北岡先生とお話ができないと思うと
寂しすぎるが、共に教えた学生は、託された財産のようにも感じる。北岡先生、
安らかにお休みください。そして、私と我々の教え子の今後の活躍を遠くから
見守っていてください。

（大松俊紀）
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