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プロに学ぶ専門的で高度なスキルを習得。

　そして、

自在な授業選択による主体的研究の確立。

創形の研究科は、本校あるいは大学などを卒業された人や社会人が

恵まれた制作空間の中で、より専門的なアートやデザインの研究活動

を行うための場として設けられました。

さまざまな分野から招いたプロのクリエイターの指導を通して、より

専門的で高度なスキルが習得できます。

科や専攻の枠を意識することなく授業選択（オーダーメイドカリキュラムシステム

P9参照）が可能なため、自身のテーマに合わせて自由に研究できるのも

大きな特徴です。

研究科 （1年制 研究課程）
創形美術学校の研究科は、プロのクリエイターとして活躍するためにさらなる表現技術の研鑽を目的とした1年制の研究課程です。

研究科は、大学・短大、あるいは専門学校を卒業または卒業見込みであることが入学の条件と

なります。詳しくは募集要項をご覧ください。

各自の目的に合わせたステップアップの場。

創形の研究科は主体的な研究活動を目的としているため、各々の目的

に合わせたステップアップの場として活用できます。

各自の研究テーマをより深く掘り下げ作家として独り立ちを目指す人

やビジネスに必要なデザインスキルを学び就職につなげる人、美大

大学院へ進学する人や海外留学を目指す人を対象としています。

なお、さらに研究を深めるために研究科研修生として複数年間在籍

することも可能です。
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創形美術学校の研究科には、３つのコースがあります。

将来的なビジョンと研究テーマに合わせてコースが選べます。

創形美術学校 研究科

3つの
  コース

各コースは 5つの専門分野に分かれて受講

〈アート研究コース〉

〈デザインビジネスコース〉

自身の研究テーマをより深く掘り下げていくコースです。

学外展などの作品発表を中心に、指導教員とのディスカッションなどを

通して作家になるための研鑽を行っていきます。また海外研修派遣員の

応募が可能となります。

デザイナーとしてビジネスに必要なスキルを学ぶコースです。

マーケティング、知的財産権などビジネスに欠かせない講座のほか、先端

メディアを活用するための授業。ポートフォリオの制作やインターンシップ

を通して実践的なビジネスを学んでいきます。

〈美術進学コース〉
美術大学大学院への進学を目的としたコースです。

小論文など受験に必要なことを学ぶほか、希望校に合わせた個別受験対策

相談も行います。留学生に対しては「日本語」の授業も用意してます。

創形美術学校では２科５専攻に分かれてカリキュラムが組まれています。

研究科は５つの専攻分野から一つを選択、それを中心に担当教員が希望

を聞きながら一緒に授業プログラムを考えていきます。

※ 大学院進学にはそれぞれの大学の応募条件に適していることが必要となります。

〈ファインアート科〉

アート研究
コース

デザインビジネス
コース

美術進学
コース

〈ビジュアルデザイン科〉
● 絵画造形専攻分野
● 版画専攻分野

● イラストレーション・絵本専攻分野
● グラフィックデザイン専攻分野
● アニメーション＆コミック専攻分野

※ オーダーメイドカリキュラムシステム（P9参照）

２科５専攻分野

※ 「美術進学コース」は大学院合格を第一に考慮して授業プログラムを組みます。

〈大学院 進学実績〉
・東京藝術大学大学院
・多摩美術大学大学院
・武蔵野美術大学大学院

・東京造形大学大学院
・筑波大学大学院
・女子美術大学大学院

・金沢美術工芸大学大学院
・京都精華大学大学院
・宝塚大学造形芸術学部大学院
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〈Face  to  Faceの少人数制の指導〉

授業はすべてマンツーマンの指導が基本。第一線で活躍するプロのクリエイター

から、より的確なアドバイスが受けられます。

〈研究科専用講座〉

「ポートフォリオ制作」：

　プロの現場で求められるポートフォリオを実際に制作します。
　また、大学院受験を意識したポートフォリオも学べます。

「小論文講座」：

　最近の大学院受験では、小論文の出来不出来が合否を左右します。

　受験に強い小論文の指導をしていきます。

「進学講座」：

　大学院受験を目的とした講座で、受験対策のポイントなどを分かり
　やすく解説していきます。
　武蔵美や多摩美など有名美大大学院受験には欠かせない講座です。

創形独自の受講プログラム
（オーダーメイドカリキュラムシステム）

入学時に研究目的から３つのコース（アート研究・デザインビジネス・美術進学）

と専攻分野を選びます。それぞれの担当教員が１人ひとりの希望を聞きながら

授業プログラムを一緒に組み立てます。

授業は各専攻分野を中心に、本校の専門課程カリキュラムから自由に

チョイス。それに加えて研究科専用講座からも選び、自分だけのカリキュラム

ができ上がります。研究テーマや受験、コンクールなど自分に合った制作

ペースで研究活動が行えます。
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〈デザインビジネスに欠かせない講座〉

マーケティング、知的財産権、マーチャンダイジングなどデザインビジネス

に必要不可欠な講座や web や SNS など先端メディアの特性を理解し、

自在に使いこなすための授業などを本校の学生と一緒に学びます。さらに

制作現場を体験出来るインターンシップへの参加も可能です。

〈大学院進学を目的とした講座〉

美大大学院の進学を目的とした受験対策のポートフォリオ制作、小論文、

進学講座など、研究科専用講座があります。最近の大学院の受験倍率は、

大きく上昇しています。創形の「美術進学コース」は大学院合格を第一に

考え、受験競争に負けないカリキュラムを用意しています。

〈実践的な作品発表の場としての学外展覧会〉

創形は、学内外での作品展示の機会を多く設けています。学外展覧会は

実践的な作品発表の場として作家へステップアップするきっかけとなった

り、自分の現在地を確認する貴重な機会となります。修了制作作品は多く

の方が訪れる東京都美術館にて展示され、特に優れた作品に髙澤賞が

授与されます。

※ 髙澤賞受賞者は翌年にガレリア・プント（本校内ギャラリー）にて個展が開催できます。

実践的な授業カリキュラム
創形は、職業オペレーターでなく、プロのディレクターや作家の育成を目

指しています。本校の専門課程カリキュラムには、そのために必要な高度

なスキルやノウハウが習得できる講座が多数用意されています。実践的

な授業カリキュラムで確実な力が身につきます。



■パリ国際芸術都市（シテ・デ・ザール本館） ■パリ国際芸術都市の版画工房

※創形生の作品は、創形ホームページの「学生作品」でご覧いただけます。
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グローバル社会を意識した世界水準の教育
創形は常に世界レベルの高度な教育を維持することに努力し、積極的に

国際交流を努めてきました。毎年数多くの海外アーティストによる展覧会

やワークショップ、講演会などを開催しています。またフランスやメキシコ

へは海外研修生を派遣しています。

〈海外アーティストによる授業・企画展〉

欧州・北中米といった国々からアーティストを招聘して講演会や展覧会

などを開催。研究生にとって世界のアートシーンの現在を知ることにより、

国内だけにとどまらない広い視野に立った考え方を身につけられます。

〈メキシコとの国際交流〉

創形はメキシコベラクルス州立大学美術造形研究所と国際芸術交流提

携を結んでおり、毎年交互に海外研修生を派遣しています。研修生は現

地での展覧会も開催。今までも著しい成果を収めています。

〈パリ国際芸術都市（シテ・デ・ザール）〉

「パリ国際芸術都市（シテ・デ・ザール）」は、１９６５年にフランス政府と

パリ市により美術、音楽、映画、舞踊、演劇など幅広い分野の芸術家の

ために設立。芸術における国際的な重要な拠点となっています。

創形は専門学校では唯一、美大でも数校しか許されていない「パリ国際

芸術都市」の使用を認められ、毎年９ヶ月間の研修派遣を行っています。

ここでの研修活動は芸術家としての可能性を導きだす絶好のチャンスと

なっています。

※ フランスやメキシコへの海外研修派遣は選考を経て選ばれる必要があります。
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専任教員

1962年千葉県生まれ。東京藝術大学大学院V.C.D専攻修了。花王株式会社を経て、
1993年山本デザイン室を設立。花王、りそな銀行をはじめとした広告、パッケージ、
クラレ、東京交響楽団、NewYorkerなどのCI.VIのデザインに携わる。日本雑誌広告
賞、グッドデザイン賞、デザインフォーラム、世界ポスタートリエンナーレトヤマ他、
受賞多数。JAGDA総務財務委員・東京TDC会員・東京都中央区サッカー協会理事。

1964年大阪府生まれ。1990年創形美術学校造形科卒業。1991年同校研究科絵画
造形課程修了。1996年渡仏、パリ国際芸術都市滞在。東京・大阪・パリで個展（ギャ
ラリー現、ギャラリエ アンドウ等、多数）その他グループ展多数。無所属。

1968年東京都生まれ。創形美術学校研究科版画課程修了。2002年文化庁芸術家
国内研修員。現代日本美術展（神奈川県立近代美術館賞）。飛騨高山現代木版画
ビエンナーレ（大賞）他、（社）日本版画協会会員。 

山本  哲次
Tetsuji Yamamoto

学校長
ビジュアルデザイン科 主任

ファインアート科 主任

工藤  礼二郎
Reijiro Kudo

ファインアート科 専任

鈴木  吐志哉
Toshiya Suzuki

1980年神奈川県生まれ。東京デザイン専門学校卒業。デザイン事務所フトンを経て
2016年独立。グラフィック、ムービー、インタラクティブなどジャンルを問わずデザイ
ナー／アートディレクターとして活動中。JAGDA会員。

ビジュアルデザイン科 専任

岡山  拓史
Hirofumi Okayama

非常勤講師（五十音順）

◎映像制作 1A・1B・2A・2B

1981年長野県生まれ。2004年岡山県立大学デザイン学部ビジュアルデザイン
学科映像コース卒業。2005年A.T-ILLUSION株式会社デジタル部入社。アナロ
グ・デジタル問わず、TV-CM、映画、イベントムービーなどのビジュアルエフェ
クト制作や編集等に参加。現在はフリーで活動中。マクドナルド『ハッピーセッ
ト』、東芝『REGZA』映画『星になった少年』等多数。

奥牧  裕介

◎伝統とクラフト

1953年埼玉県生まれ。1983年東京藝術大学大学院日本画修了。1983年修了
模写台東区買い上げ（法隆寺金堂壁画6号壁阿弥陀如来）。1990年日本美術院
院友。日本美術家連盟会員。

新井  政明 ◎絵本ワークショップ B

1982年茨城県生まれ。2006年創形美術学校ファインアート科卒業。2007年
同校研究科絵画造形課程修了。2008年パリ国際芸術都市滞在。国内外で
個展やグループ展を開催。絵本やイラストの仕事多数。絵本『とおいほしでも』
（文/内田驎太朗、絵本塾出版）『ゆきわたり』（文/宮沢賢治、河出書房新社）など。

岡山  伸也

◎グラフィックデザイン基礎 1／エディトリアルデザイン1・2

1970年愛媛県生まれ。グラフィックデザイナー。株式会社オクサダデザイン
代表。主に書籍や雑誌のデザインを手がける。第40回、46回造本装幀コン
クール入賞。第2回竹尾賞優秀賞。共著に『感性と社会』（論創社）。『近代デザ
イン史』（武蔵野美術大学出版局）。JAGDA会員。早稲田大学非常勤講師。

奥定  泰之

◎テーマ制作 1A

1984年生まれ。創形美術学校ビジュアルデザイン科卒業。東京とNEWYORKを
拠点に活動。アサヒビール（株）、PATRICK、DHCをはじめ、『an・an』『旅』『OSEANS』
『風とロック』など様々な媒体へイラストを提供。2006年からは毎年各地で
展覧会を開催。

Cato Friend

◎アニメーション／イラストアニメーション

2010年多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。2012年同大学院修了。
フジテレビ『ベビスマ』、NHK『デジスタ・ティーンズ』にて作品紹介。アニ
メーション作品『臓器大学』が学生CGコンテスト銀賞、TSSショートムービー
フェスティバル佳作受賞など。2015年タンバリンギャラリーにて個展。その他、
MONSTER展（ヒカリエ）、MONSTER展inNYなど多数。

飯田  萌

◎タイポグラフィ1

1964年東京都生まれ。1988年3月東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。
1990年3月同大学大学院美術研究科修了。デザイン会社、印刷会社で勤務後、
デザインオフィス『Design Blitz』を発足。東京デザイン専門学校、文化学園大学
（准教授）にてデザインの指導経験のち、現在に至る。

小田  敬子

◎妄想アニメーション

1980年東京都生まれ。桑沢デザイン研究所ビジュアルデザイン科卒業。
パッケージデザイン会社に勤務後、作家に転向。国内外の個展で作品を発表。
平面、立体、アニメーションなど様々な方法で、物語のある空想世界を表現。

網代  幸介

◎webコミュニケーション

1970年香川県生まれ。株式会社DELUXE設立。コミュニケーションディレクター。
ブランディング、WEBプロモーション、パッケージ、CI/VI、広告制作。東京TDC
正会員。日本BtoB広告賞 金賞、日本デザインパッケージ大賞。

秋山  カズオ
◎色彩力／イラストレーション／イラストワークショップ／イラスト技法 1・2 ／
　卒業制作

1955年東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。『HERMÈS
Collection Homme Automne-Hiver 2008 INVITATION』のイラストレーション。
『THE CONRAN SHOP』07と08のオリジナルイラストダイアリー。『an・an』『クロ
ワッサン』『クーネル』など、多数の女性誌イラストレーション。雑誌『GINZA』の
ロゴデザイン。原宿のハンカチーフショップ『パルトゥーズ』をプロデュース。TIS会員。

飯田  淳

◎撮影技法

1954年千葉県生まれ。1977年創形美術学校造形科卒業。1979年『身体気象
研究所』の設立に参加。1981年より映像作家として活動。実験映画、ビデオ
アート、映像パフォーマンスを手がける。1981年シドニービエンナーレ出品。
2000年ロッテルダム映画祭出品。著書に『パクリ学入門』（英治出版）がある。

黒川  芳信

◎木口木版画

1952年茨城県生まれ。1975年東海大学卒業。1976年創形美術学校研究科版
画課程修了。1995年文化庁派遣芸術家在外研修員として渡欧。2005年第10回
高知国際版画トリエンナーレ高知県立美術館賞受賞。（社）日本版画協会会員。

栗田  政裕

◎ゲームイラスト

1992年東京都生まれ。2013年東京デザイナー学院卒業。卒業と同時にポケモン
カードゲームのカードイラストを担当。2016年第4回ヴァニラ画廊大賞受賞。

きりさき

◎現代美術演習 A

1983年生まれ。美術家。美術評論家。東京藝術大学大学院美術研究科先端
芸術表現専攻博士後期課程修了。アーティストグループ『カオスラウンジ』を
結成し、展覧会やイベント等をキュレーション。キュレーション作品に『キャ
クラッシュ！』（2014年）など。著書に『情報社会の概念』（NHK出版、2013年）。

黒瀬  陽平

◎グラフィックデザイン1

1963年静岡県生まれ。1985年玉川大学文学部教育学科教育哲学専攻卒業。
1989年廣村デザイン事務所入社。1996年有限会社草谷デザイン事務所設立。
［入選／受賞歴］1994年準朝日広告賞。1995年JAGDA新人賞。2001年グッド
デザイン賞部門賞。2008年準朝日広告賞。2009年朝日広告賞グランプリ。

草谷  隆文

◎コミック／コミック表現

1981年埼玉県生まれ。創形美術学校ビジュアルデザイン科イラストレーション
専攻卒業。都内の広告代理店で勤務後、イラストレーターとして活動。主な
仕事は雑誌挿絵、児童書挿絵、書籍装丁、web、イベントフライヤー、キャラクター
デザインなど。2013年から漫画を描きはじめる。2017年に初の単行本『サザン
ウィンドウ・サザンドア』（祥伝社）発売。

石山  さやか

◎ストップ・アニメーション

アニメーション作家。グラフィックデザイナーを経て、アニメーションの世界へ。
森まさあき氏に師事。1999年よりフリーランス。現在は主にTV-CM・ビデオ
などのアニメーション企画、演出、制作を手掛ける。その他に、人形制作・
イラストレーションなどで活躍。日本アニメーション協会（JAA）常任理事。

こぐまあつこ

◎絵本　

イラストレーター。埼玉県生まれ。セツ・モードセミナー在学中から仕事を
始め、卒業後フリーに。広告、雑誌、装丁、キャラクターデザインなどの幅広い
分野で活動。主な仕事に、LION『キレイキレイ』キャラクターデザイン、SONY
プレイステーション用ソフト『ぼくのなつやすみ』シリーズキャラクターデザ
イン、NHK『今日の料理』『おしゃれ工房』オープニングタイトルなど多数。

上田  三根子

◎アートディレクション

アートディレクター。1987年東京藝術大学卒業。1989年同大学院デザイン科
修了。株式会社電通入社。ニューヨークADC、ニューヨークフェスティバル、
クリオ賞、カンヌ広告賞、他受賞多数『新アートディレクター入門』編集／
『プロモーションとアートディレクション』執筆。

大石  恵美子

◎現代美術実習

1964年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部工芸科染織専攻卒業。サウンド
スカルプチャーを製作、ライヴパフォーマンスを行う。ヘイワード・プロジェク
トスペース（ロンドン、UK）、『六本木クロッシング2010展』森美術館、『宇治野
宗輝 ポップ／ライフ』彫刻の森美術館等。 

宇治野  宗輝

◎技法力／銅版画 1・2 ／メゾチント／連作版画／自主制作／卒業制作

1953年山形県生まれ。1978年創形美術学校版画科卒業。1980年武蔵野美術
短期大学卒業。1979年～日本版画協会展（1993年準会員賞）。1993年第27回
現代美術選抜展（文化庁）。（社）日本版画協会会員。

大沼  正昭

◎仕事を知ろう

1960生まれ。1980年立教大学経済学部経営学科中退。1984年東京藝術大学
美術学部デザイン科卒業。1986年同大学大学院美術研究科デザイン専攻
修了。株式会社博報堂入社。2014年より、クリエイティブ人材マネジメント
プラニングディレクターとしてクリエイターの人材発掘と育成を担う。

上野  仁志

◎テーマ制作 1B

1968年生まれ。多摩美術大学テキスタイルデザイン科卒業後、2年間のパリ
滞在を経て、フリーのイラストレーター。ファッションイラストの他に、イン
テリア、フードイラスト等。DES PRESの他、女性誌にイラストを多数掲載。
『hakuji』ブランドのプロダクトデザイン等。

緒方  環

◎タイポグラフィ2

1963年桑沢デザイン研究所卒業。1963～1975年田中一光デザイン室。
1975年太田徹也デザイン室設立。1991年東京タイポディレクターズクラブ
会員銅賞。1992年東京アートディレクタークラブADC賞、原弘賞、2013年桑沢
デザイン研究所特別賞、1989年『CI・マーク・ロゴの変遷』『色の見本帖』出版。

太田  徹也

◎石版画　

1958年岐阜県生まれ。21歳で渡米、シアトルの大学で絵を学び、後にプリンターへ
転向。リトグラフのプリンター養成工房としてはアメリカ随一と言われていたタマ
リンド石版画研究所に入る。その後日本に帰国、1987年にイタヅ・リトグラフィック
（Itazu Litho-Grafik）を設立。国内外の作家と共同により多くの作品を制作。

板津  悟

◎メディア・ブランディング 2

2003年創形美術学校ビジュアルデザイン科卒業。ニューヨーク滞在を経て、
2010年よりグラフィックアーティストとしての活動を開始。グラフィックデザイン
に軸足を置きつつ、映像やプロダクト、空間演出、テキスタイルなど、多岐に渡り
活躍中。主な仕事に『NEWoMan デジタルサイネージ』、『池袋PARCO VISION
ステーションID』など。

伊波  英里

教 員
&

講 師

創形の教員は、全員がさまざまな分野の第一線で活躍しているプロのクリエイターです。

プロとして活躍するうえで必要なこと大事なポイントを、マンツーマンで指導していきます。

研究生は自らのテーマに合わせて、指導を受けたい先生の授業がチョイスできます。

創形美術学校は、スタッフ全員がプロのクリエイターです。

◎テンペラ画／絵画技法実習

1965年東京都生まれ。1991年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
2016年より東京藝術大学非常勤講師。現在、科学とアートを横断する作品
を制作。主な活動として、2009年～2012年宇宙航空研究開発機構（JAXA）
とコラボレーションした文化・人文社会科学利用パイロットミッション
『お地球見』 （ ISS国際宇宙ステーションにて実施）など。

安藤  孝浩
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	2019創形研究科パンフ8_9
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