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さあ、変化を楽しむあなたに。



デザインとは、変えていく力。

illustration: sasaki nana

グラフィック、web、プロダクト、音楽、映像…。デザインにはさまざまな分野が
あるが、いずれも目的は価値を生み出すこと。1つを深めていくのも、もちろんい
い。ただ、分野が交わることで、思いもよらない新しいものが生まれることがある。

いいデザインは、デザインの枠組みを変えていく。
その先に、デザインの本質がある。

本質的なデザインは、美しい。それは単に、見た目をよくすることではない。「美し
い」の本来の意味は、心が喜ぶということ。見るだけでいい気分になる形のよさ
はもちろん、触り心地や使い勝手もよいものこそ美しいと言える。

デザインは、暮らしを明るく変えていく。

本質的なデザインは、新しい。誰も経験したことがないけれど、なぜだか誰もが
惹かれていく。そんな新たな価値を生み出し、社会を力強く牽引していく。

デザインは、社会を仕組みから変えていく。

数々の変化の先には、今よりもずっと豊かな未来が待っている。それにワクワク
できるようになることが、デザインが生み出す最大の変化なのかもしれない。

デザインは、あなた自身をも変えていく。
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アイデア基礎演習
ブレスト／マインドマップ／KJ法／グループディスカッション／課題解決プロセス／プレゼンテーション

1年次／前期＋後期

表現技術
1年次：レイアウト／タイポグラフィ／ピクトグラム／フォトレタッチ／製図／マーカーレンダリング／立体モデリング／色彩表現
2年次：映像表現／3DCG／プログラミング／WEBデザイン

1年次／前期＋後期　2年次／前期

デザインセミナー
少人数ゼミ形式：デザイン理解／デザイン討論（地域について）

1年次／前期＋後期　2年次／前期＋後期

デザイン基礎系講義
デザイン論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／デザイン史／色彩論／エディトリアルデザイン論

1年次／前期＋後期　2年次／前期

デザインセミナー表現技術
普段見過ごしてしまっている「デザインされたもの」を見直すことで、
「デザインすること」の意味を考えます。また、少人数のゼミ形式でデザ
インについての討論・議論を行いながら考えを深め、コミュニケーショ
ン能力を向上させます。話し合いながら社会におけるデザインの意味
を理解し、講義・実習で役立てていきます。

アイデア基礎演習
デザインのベースとなるアイデアを柔軟に発想していく方法を実践的
に学びます。考えたアイデアが本当に必要で効果的なものなのか、論
理的な思考法のもと筋道を立てて考える力を養います。また積極的に
グループディスカッションを行い、コミュニケーション能力を高めるこ
とで、他者理解と幅の広い発想力を身につけます。

デザイン基礎系講義
デザインの成り立ちを知り、これまでの歴史にどのように影響を与えて
きたのか、デザインとアートとの違いが何であるのかなど、デザインの
基礎教養を学びます。また、2年次後期からの分野選択に備え各分野
についての知識を学ぶとともに、デザインの社会的意義についての理
解を深めます。

アイデアを実現させるためにはデザインの技術が必要になります。た
だし、その方法は一つにとどまらない場合も多くあります。どの表現方
法が生みだしたアイデアにとって効果的であるのか、また自分のやりた
いことに適した技術が何であるかを、デジタルとアナログの両面から
幅広く学んでいきます。

1
アイデア発想力と
デザイン基礎力をやしなう
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幅広い分野から
興味や目的に合わせて選択し
アイデアを実現する力を身につける

WEBデザイン
日進月歩で進化していくWebデザインを研究し、PC、スマートフォン
など、あらゆる電子媒体での表現方法を修得します。
例：コンテンツ表現／アイコン／HTMLコーディング

グラフィックデザイン
主に紙媒体を用いたデザインを行います。情報を整理し、効果的かつ
視覚的に美しく伝える手法を学びます。
例：エディトリアル／タイポグラフィ／装丁／パッケージ／広告

イラストレーション
社会の中で機能し、彩りを添えることのできるイラストレーションのあ
り方を探りながら、技術を高めます。
例：絵本／デジタル／アナログ／コンピュータグラフィックス

アプリケーション プロダクトデザイン
環境問題や持続可能なエネルギーの活用も考えながら、豊かな暮らし
を実現するモノづくりの手法を学びます。
例：家電製品／家具／自転車／バス／地下鉄などの交通システム

クラフト
手仕事から生まれる美しい形や色を大切に、人の感性に訴えかけるこ
とのできるモノづくりを目指します。
例：テキスタイルデザイン／陶芸／木工／金工

映像
基本的な撮影技術にとどまらず、 3DCGなどを取り入れるなど表現の
幅を広げ、映像表現の可能性を探ります。
例：映像インスタレーション／3DCG／プロジェクションマッピング 
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デザイン計画および同実習A・B・C
アイデア基礎演習＋表現技術をベースに、デザインを形にする方法を学びます。
幅広い分野の中から自分の表現したいことに合う分野を選択し、具体的なデザイン手法を専門的に修得していきます。
組み合わせによって様々な将来像が見えてきます。
プロダクトデザイン／イラストレーション／グラフィックデザイン／サービスデザイン／デジタルファブリケーション／ルールのデザイン
サインデザイン／ワークショップのデザイン／プランニング／etc…

2年次／後期　3年次／前期＋後期

エキスパートデザイン計画および同実習A・B（選択科目）
デザイナーを目指す学生が履修する追加プログラムです。少人数のゼミ形式で、デザイン計画および同実習をベースに、
より高度なデザイン手法を学び、スペシャリストになるための技術や知識を修得します。
ビジュアルデザイン／グラフィックデザイン／プロダクトデザイン／ユーザーエクスペリエンスデザイン／サウンドデザイン／プランニング

3年次／前期＋後期

デザイン研修Ⅰ・Ⅱ
研究室に所属し、各自がテーマ決め、3年次までの学びをベースに1年間かけて卒業制作や卒業研究に取り組みます。
ブランドデザイン／マーケティング／プロダクトデザイン／クラフトデザイン／ファッションデザイン／グラフィックデザイン／Webデザイン
サウンドデザイン／インテリアデザイン／ユニバーサルデザイン／UXデザイン／インタラクションデザイン／サービスデザイン／etc…

4年次／前期＋後期

アイデアを活かした新しい発想のアプリケーションデザインを、ユーザ
ーインターフェースの設計から学んでいきます。
例：スマートフォンアプリ／プログラミング／ゲーム
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社会を美しく豊かにするアイデア、それを実現するプロセスを学びます。 6つの工房と1つのスタジオを、学生は自由に使用することができます。

木工房／木工場
卓上ドリル、ベルトサンダー、糸
鋸盤等の木工機械があり、学生
が自由に使えます。大きな材料の
加工は木工場で行います。

金工房／金属工場
プラズマ溶断機、コークス炉、コ
ンプレッサー等の機械があり、学
生が自由に使えます。大きな材料
の加工は金属工場で行います。

陶芸工房
電気釡、電動ろくろ、石膏用ろく
ろ、真空かくはん機、真空土練機
等の設備を有する、陶芸全般と
石膏制作に特化した工房です。

平面工房
平面作品を制作するための工房
です。主にデッサンやイラストレ
ーションの制作で使用します。

立体工房
粘土造形・石膏造形・発泡材の
加工などを行う工房です。立体
造形の制作で使用します。

版画工房
銅版画やシルクスクリーンを制
作する工房です。教員・専属スタ
ッフの指導管理のもと、各自自由
に行うことができます。

撮影スタジオ
写真作品やモデル撮影を中心と
したスタジオワークに使用できま
す。またスタジオをギャラリーと
しても利用することができます。

研究室
教員ごとに研究室が設けられて
います。4年生はこの部屋で日々
研究や制作に打ち込みます。

実習室
2年次後期より実習室で各課題
の制作を行います。各学生専用
の机を使用する事ができます。

実習準備室
大判プリンターや3Dプリンタ、
レーザーカッター、プロッター等
の設備があり、教員の指導のも
と、学生は自由に使用できます。

多彩な分野をカバーする教員が、きめ細かい指導をおこないます。 卒業後はさまざまな分野での活躍が期待できます。

カーデザイナー　二瓶一真さん
トヨタ自動車東日本株式会社／2020年卒
高校時代から3DCADの腕を磨き、大学ではプロダクトだけ
でなくグラフィックなど幅広くデザインを学びました。現在は
自動車メーカーのカーデザイナーとして、皆に愛されるキャラ
クター性のあるコンパクトカーのデザインを担当しています。

商品企画　佐藤怜央さん
株式会社東北イノアック／2018卒
「デザインとは商品の価値を高めるもの」学生生活から学び
得たその想いでお客様の抱える問題とニーズに向き合い、多
くの人に喜んでもらえる商品を作っていく。それが、仕事の楽
しさと喜びにつながります。

●主な就職先：【建設業】（株）アリア／コスモシステム（株）／（株）小西造型／（株）大進建設／（株）タカカツ／（株）モードセンター　【製造業】アイリスオーヤマ（株）／（株）阿部紙工／（株）イワタ／ウエル・ユーカン（株）／（株）鐘崎／川嶋印刷（株）／（株）ショウエイ／（有）白石木工／（株）仙台紙工印刷／タカラスタンダード
（株）／（株）デザインココ／（株）東北イノアック／東北紙工（株）／（株）東洋特殊印刷／トヨタ自動車東日本（株）／フジパングループ本社（株）／（株）二上／（株）ブルボン／（株）フレックス／（株）若草印刷　【電気・ガス業】日本瓦斯（株）　【情報通信業（情報サービス）】（株）アイレックス（アイレックスグループ）／アイレット
（株）／（株）ACT／（株）イノベーションプラス／エン・ジャパン（株）／（株）クロスキャット／（株）ジェイテックラボ／（株）ティー・エス・シー／テクノ・マインド（株）／（株）テクノアソシエ／（株）東北電子計算センター／（株）ハイマックス／（株）Minoriソリューションズ／（株）USEN／ラクサスコミュニケーションズ（株）／
（株）リンクスクエア　【情報通信業（コンテンツ制作）】（株）アスアール／（株）ガニュメート／（株）ジェ・シー・スパーク／（株）創童舎／（株）ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケート／（株）たき工房／（株）TYO／ディップ（株）／ポールトゥウィン（株）／（株）ミツエーリンクス／（株）ユーフィールド／（株）ユニコン・アド／
（株）ユニモト／（株）ル・プロジェ／ワウ（株）　【輸送業】WILLER／ EXPRESS（株）／ジェイアールバス東北（株）／（株）東北丸和ロジスティクス　【卸売業・小売業】アークランドサカモト（株）／（株）アダストリ／イオンリテール（株）／イシイ（株）／（株）植松商会／（株）オカダヤ／（株）カワチ薬品／（株）クスリのアオキ／
（株）コメリ／（株）三喜／シャネル（株）／（株）仙台銘板／（株）ツルハ／（株）ディ・ポップス／（有）デコラティブモード ナンバースリー／（株）トライアルカンパニー／（有）ビズカンパニー／（株）富士薬品／ホシザキ東北（株）／（株）三城／（株）ヤマダ電機／（株）ヨークベニマル／（株）ヨドバシカメラ／リコージャパン（株）／リ
ンベル（株）　【金融業・保険業】（株）仙台銀行／明治安田生命保険相互会社　【専門・技術サービス業】（株）アート・アイズ・クリエイション／（株）ぎゃろっぷ／ソレキア（株）／（株）プログレスデザイン／（株）フロット／六三ビジネスフォーム（株）／（株）メンバーズ／ユーフォーテーブル（有）／一般社団法人UNI／（株）ランド
マック／（株）WOW／綿半ソリューションズ（株）　【飲食サービス業】（株）きちりホールディングス／タリーズコーヒージャパン（株）　【生活関連サービス・複合サービス事業】会津よつば農業協同組合／シティコミュニケーションズ（株）／（株）清月記／日本郵政グループ／（株）阪急交通社　【医療・福祉】医療法人徳真会／社会
福祉法人敬寿会 敬寿園　【サービス業（その他）】（株）アビスト／（株）オオウチ工芸／（株）小田原企画／（株）小泉創芸／（株）ジャパンデザイン工芸社／セコム（株）／セントランス（株）／SOLIZE Engineering（株）／（株）テクノプロテクノプロ・デザイン社　【公務】仙台市消防局
●主な進学先（過去8年間の実績より）：東北工業大学大学院ライフデザイン学研究科デザイン工学専攻／札幌市立大学大学院デザイン研究科人間情報デザイン分野

食品開発／デザイナー　岩崎瑞貴さん
株式会社ブルボン／2019卒
大学でさまざまなデザインについて学び、演習や実習の経験
から、実際の現場にもスムーズに入ることができました。在学
中から大切にしているのが人との縁。積極的なコミュニケー
ションで、チャンスが広がることを実感しています。

東北工業大学 ライフデザイン学部 産業デザイン学科　〒982-8588 宮城県仙台市太白区二ツ沢6番　https://www.life.tohtech.ac.jp/creative/　TEL:022-304-5560（学科事務室）

［パンフレット等の請求や入試に関するお問い合わせ］
東北工業大学 入試広報課　〒982-8577 宮城県仙台市太白区八木山香澄町35-1　https://www.tohtech.ac.jp　TEL:0120-611-512

アイデア基礎演習

1年次 2年次 3年次 4年次

卒業制作

デザイン計画・同実習

□ アプリケーション
□ プロダクトデザイン
□ クラフト
□服飾デザイン

幅広い分野から興味や目的に合わせて選択する
□ グラフィックデザイン
□ イラストレーション
□ WEBデザイン
□ 映像
□ サウンドデザイン

前期

●デザイン論Ⅰ
●デザイン史
●アイデア基礎および同演習Ⅰ
●表現技術および同演習Ⅰ
●デザインセミナーⅠ

後期

●デザイン論Ⅱ
●色彩論
●アイデア基礎および同演習Ⅱ
●表現技術および同演習Ⅱ
●デザインセミナーⅡ

前期

●デザイン論Ⅲ
●エディトリアルデザイン論
○インフォグラフィックス
●表現技術および同演習Ⅲ
○デッサンおよび同演習
●デザインセミナーⅢ

前期

○音と動きのデザイン
○広告論
○美術史
○インテリアデザイン
○イラストレーション論
○エキスパートデザイン計画
　および同実習A
●デザイン計画および同実習B
●キャリアセミナーⅠ

後期

●情報デザイン論
●材料学 生産技術
○インタラクションデザイン論
○エルゴノミクス
○ユニバーサルデザイン
○モデリングおよび同演習
●デザイン計画および同実習A
●デザインセミナーⅣ

後期

○ディスプレイデザイン論
○ユーザーリサーチ論
○デザインマーケティング論
○地域産業論
○ウェブデザイン論
○エキスパートデザイン計画
　および同実習B
●デザイン計画および同実習C
●キャリアセミナーⅡ

前期

○知的財産権
○デザイン起業論
○工芸学
○デザイン特別講義
●デザイン研修Ⅰ

後期

○メディア論
○サステイナブルデザイン論
●デザイン研修Ⅱ

表現技術

●：必修科目　○：選択科目

エキスパートデザイン

2022

阿部寛史
言葉のデザインを通したデ
ザイン表現の研究

書体のデザイン

梅田弘樹
家具、食器、衣服などの身
近なアイテムを主な対象と
した「よい生活」のためのプ
ロダクトデザインの研究

テーブルウェア（磁器）

坂手勇次
モノの正しいあり方を探求
し、それに相応しい機能と
カタチを研究

産学連携・商品企画

篠原良太
グラフィックデザイン、3D
CGを用いたイラストレーシ
ョン表現の研究

3DCGイラストレーション

坂川侑希
認知心理学による「ヒト」
の理解と、人々の活動と経
験に着目した「コト」のデ
ザインの研究

ユーザーインターフェースのデザイン

大矢隆一
モビリティおよび家庭製品
等のプロダクトを中心とし
た体験のデザインとブラン
ドスタイルの研究

モビリティのデザイン

古川哲哉
グラフィックデザイン全般
（ポスター、エディトリアル、
CI等）の可能性を追求

サインデザイン（復興支援企画）

堀江政広
ソーシャルアプリケーショ
ンなどのデザインを通して、
開発者と協調できるデザイ
ナーを育成

マプコミ（モバイルアプリケーション）

長崎智宏
プログラミングと音を活用
したデザインやツールの
研究

20世紀初期の実験音楽を体験出来
るアプリ

下總良則
デザインと経営学とを組
合せ、デザインの考え方や
ノウハウを、経営の世界に
活かす研究

人の里親制度支援組織のブランディ
ング

10 11


