
よろしければ
黄色や 20のもの
を身に着けて
ご参加ください

森島 紘 先生　Hiroshi MORISHIMA
名古屋市立大学名誉教授。芸術工学部設立準備委員、
平成8年4 月教授着任、平成21年３月定年退職、平成18・
19年度研究科科長。平成 18年文科省現代 GP採択プログ
ラム「バナナ・ペーパーを利用した環境教育」の企画、取組
責任者。「卓展」の企画、実施。平成 20 年「NAGOYA 国際
デザインワークショップ（IWASEDAN2008）の実行委員長

を務めた。愛知万博に出展した「バナナペーパープロジェクト」のプロデューサー、研
究成果に「愛・地球賞」、「グッドデザイン金賞」ほか。著書に『バナナ・ペーパー　持
続する地球環境への提案』、『知の資源　和紙のデザイン』　（共に鹿島出版会）がある。

   開学65th記念講演会 林 修氏「考える人として生きる」
    http://www.nagoya-cu.ac.jp/ncu65-70th/
開学 65 周年を記念し、テレビ番組等でも活躍する予

備校講師・林 修氏をお迎えして講演会を開催します。

平成27年 10月 31日（土）12:20 開場  13:00 開始
　13:00 ～ 13:30  学長挨拶・関係者祝辞等
　13:40 ～ 14:40  記念講演会 （講師：林 修 氏）
　14:55 ～ 17:20  記念シンポジウム

名古屋市立大学 田辺通キャンパス 宮田専治記念ホール
参加無料。申込期限 9月 24日（木）まで（必着）
申込方法  Web（http://www.nagoya-cu.ac.jp/ncu65-70th/）を参照ください。
問  合  先  名古屋市立大学事務局学術課　開学 65 周年記念講演会担当
　　　　  TEL：052-853-8041　E-mail：ncu65@sec.nagoya-cu.ac.jp

20年
おめでとう！！

　  住所変更等の連絡のお願い
同窓会では、会報のほか大学関連のイベントのご案内を郵
送しています。住所変更等がございましたら、お手数ですが、
同窓会事務局までご連絡ください。　

　　　　　　　   　・　    　　　　　　 やってます！
芸工や卒業生関連の情報をときどき発信しています。フォ
ロー＆「いいね！」をよろしくお願いします。
tw i t t e r   @geikoudousoukai
facebook   https://www.facebook.com/geikoudousoukai.kenkoukai

川崎 和男 先生　Kazuo KAWASAKI
デザインディレクター・博士（医学）。大阪大学・名誉教授、
名古屋市立大学・名誉教授。現在は大阪大学大学院医学
系研究科にて危機解決産業創成デザイン重要拠点として、
コンシリエンスデザイン看医工学寄附講座 特任教授。
芸術工学部設立準備委員であり、平成8年から平成18年
３月まで在籍。当時の担当教科は色彩論・製品デザイン

論・プロダクトデザイン論など。また、学部から大学院博士前期後期課程の入試
を担当。国内外での受賞歴多数。ニューヨーク近代美術館など海外の主要美術館に
永久収蔵、永久展示多数。「ことばとかたちの相対論」をデザイン実務としている。

柳澤 忠 先生　Makoto YANAGISAWA
平成 7年 芸術工学部設立準備委員長。平成 8～11年度 
名古屋市立大学芸術工学部 初代学部長。平成 8 年 芸術
工学会理事。平成11 年 名古屋市立大学芸術工学棟が中
部建築賞と照明学会奨励賞を受賞。平成 12 年ユニバー
サルデザイン学生コンペ企画委員長および日本ファシリ
ティマネジメント推進協会中部支部長。平成 13 年 名古

屋市立大学名誉教授。著書に『建築が病院を健院に変える』（彰国社）、『健康デザ
インー健康をサポートする環境づくり』（医歯薬出版）がある。なお昭和39 年～平成
6 年 名古屋大学教官。

芸術工学部20周年記念シンポジウム

芸術工学部の20年とこれから
日時：2015 年 11 月 21日（土）13:30～16:00（開場 13:00）
場所：芸術工学部北千種キャンパス　図書館上大講堂

第 1部「芸術工学と社会  芸工オープントーク20th特別版」
各分野でご活躍されている卒業生・修了生に、現在の仕事や芸術工学で学ん
だことなどのプレゼンをしていただきます。登壇者は次ページで紹介。

第２部　パネルディスカッション「芸術工学部の20年とこれから」
横山清子先生の司会で、芸術工学部の設立と発展にご尽力いただいた先生方

に、学部創設の頃の思いやビジョンのほか、第１部の感想などをうかがいな

がら、卒業生・修了生も交え、芸術工学の展望を語り合っていただきます。

総  括　芸術工学研究科長・20周年記念事業実行委員長  鈴木賢一先生

芸工

第２部 パネリスト

1996年の学部開設から20年目を記念して、
大学と同窓会とで、記念事業を計画しています。
関係者みんなで盛り上げて行けるよう、
参加やご協力、よろしくお願いいたします！！
事業の詳細やパーティーの参加申込み、
アンケート回答などは公式サイトをご覧ください。

芸術工学部20周年記念事業のご案内
１．芸工関係者大集合！シンポジウム＆パーティーの開催
皆で集まって20thを祝いましょう！シンポジウムには初代学部長・柳澤 忠
先生や川崎 和男先生、森島 紘先生をはじめ卒業生もご登壇頂く予定です！

　日時：2015年11月21日（土）　会場：芸術工学部 北千種キャンパス
　　13:30 ～  シンポジウム「芸術工学部の20年とこれから」
　　17:00 ～  パーティー   ★ドレスコードは「黄色」or「20」! 
　参加費：一般早割（～10/20）7000円、（10/21～）8000円 ※学生は1000円
　※一般参加費に記念誌代金・送料込。公式webサイトより申込受付中

２．芸工20年目を“見える化”！進路調査アンケートの実施
卒業生・修了生がどんな活躍をされているか、社会人になって改めて芸工
をどう思うかなど、ぜひ皆さまの率直な声を聞かせてください。

３．芸工の歴史や業績を大解剖！ 記念誌の制作
芸工の歩みや卒業生の活躍などを紹介します。2016年3月末発行予定。

４．ご寄付のお願い　本事業を盛り上げるべく、寄付も募集中です。

GEIKOU Opentalk2015 20th
special

シンポジウム 第1部「芸工オープントーク20th特別版」登壇予定者（入学年次順、敬称略）

各分野で活躍されている卒業生・修了生に、現在の仕事や芸術工学で
学んだことなどのプレゼンをしていただきます。

加藤 求   Motomu KATO
１期生。
2002 年 富士ソフト株式会社 入社。
2008 年 三菱重工業株式会社 入社。
名古屋市及び近郊の工場で、民間航空機 (MRJ/Boeing787)
に関する生産管理などの業務アプリケーション構築を担当。

横田 理恵子  Rieko YOKOTA
３期生。名古屋生まれ名古屋育ち。芸術工学部卒業後、ソ
フトバンク傘下の出版社に就職し、月刊誌の編集を担当。
その後、ブランドデータバンク株式会社に転職し、現在は
株式会社マクロミルにてマーケティング・リサーチの仕事
に携わる。趣味は写真、ワイン、ゴルフ、朝活、国内旅行、
役に立たない資格取得など。

清水 暁生  Akio SHIMIZU
4期生 大学院川崎研究室 修了。日産自動車カーデザイナー。
今秋フランクフルトで公開されたインフィニティQ30を担当
後、昨年まで仏ルノーに出向し、レースカーRS01をスケッチ
提案から最終まで手掛けた。日産帰任後は Cleative Lead 
Designer としてインフィニティブランドのデザイン開発を
牽引している。愛車はジューク。二児の父。

伊藤 景司  Keiji ITO
6 期生。森島研卒。名大大学院在籍中にJICA インターンでカン
ボジアに1 年滞在し、国際開発学の研究に従事。現在はソニー
（株）で、TS事業準備室という社長直下のチームに所属し、Life 
Space UX というコンセプトのもと、空間の魅力を最大限に引
き出すための新規事業・商品開発に携わる。ソニー在籍中に
公募留学制度に合格し、米国ミシガン大学に留学・MBA 取得。

東野 唯史   Tadafumi AZUNO
8 期生。medicala（メヂカラ）代表。空間デザインの会社に
勤務後、2010年に世界一周の旅。帰国後2011年よりフリー
ランスデザイナーとして活動開始。2014 年より妻カナコと
medicala 設立し、デザインと施工など『ハード』に関わる部
分を担当。「いい空間」をつくるために施主や友人を巻き込
みながら全国各地で仮暮らしをしながら空間づくりをして
いる。代表作、東京・蔵前の「Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE」。

酒井 千草  Chigusa SAKAI
9 期生。2010 年芸術工学研究科久野紀光研究室修了。
2010 年より株式会社山下設計勤務。
これまで、市庁舎やオフィス、病院、介護施設や保育所な
どの企画、設計、設計監理を担当。

髙橋 一誠  Issey TAKAHASHI
10 期生。
2015年に芸術工学研究科と伊トリノ工科大学にて博士号を
取得。
現在、名古屋大学未来社会創造機構にて、
自動車運転時の体調異常対応システムの研究開発に従事。

and...17:00～ PARTY!!＠芸工棟
　おいしい楽しい大パーティー♪作品展示や関連グッズの販売とかも予定してます。

日時：2015 年 11 月 21日（土）17:00 ～
場所：芸術工学部北千種キャンパス　芸工棟
一般早割（～10/20）7000円、（10/21～）8000円、学生 1000円

11期  出口 翔  Sho DEGUCHI
エキセントリックなオリジナル柄を
シルク印刷して布地を制作し、洋服
等に展開するテキスタイルブランド
「UTUSU」として活動中。パーティー
参加者に配布する記念品を制作して
くれます。 ８期  守田 真子  Masako MORITA

エッセイのようなイラストと、スケッチ
のような文章で、日常にひそむ美しいも
のを紙の上に映しとる、スケッチジャー
ナリストとして活動中。シンポジウムや
パーティーでもスケッチをしてくれます。

10 期  田中 江理  Eri TANAKA
何かで自分を表現したい！と写真に辿り
着き、芸工卒業後、記念写真館「創寫舘」
に勤務。老若問わず人の写真なら何でも
撮っていて、シンポジウムやパーティー
でも撮影をしてくれます。

６期  川合 優一  Yuichi KAWAI
イタリアでの料理修行を経て、仲間と手づくりパ
スタソースのテイクアウト専門店「PASTA SAUCE 
KITCHEN」を創業。パーティーではパスタや前菜
など本格イタリアンを提供してくれます。

★★

11/21sat.のPARTY＠芸工棟で
作品・仕事の展示やグッズ販売しませんか？

芸工の20年を     　　“見える化”!!
芸工生1000人大アンケートにご協力ください

そして…もしよろしければ
芸工20th事業へご寄付もお願いいたします

「芸工生ってみんな何してるの？」「転職多いってそれホント？」

「ぶっちゃけ芸工ってどうよ？」など、芸工の謎を解明すべく、

20 年目を記念して、卒業生・修了生の皆さまに大アンケートを実施します。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、どうぞご協力をお願いいたします！

皆さまの回答が、芸工の未来をつくる貴重なデータになることと思います。
※既にご返答済みの皆さま＞ご協力感謝です！アンケート紙は同封してません。

※詳しくは公式サイトまたは同封の「アンケートのお願い」をご参照ください。

▼アンケートへの回答は、以下の２つからできます。
（web からの方が選択式での回答が多いので、より簡単だと思います）

※アンケートにかかる所要時間の目安は約 10 分です。
※回答期限：2015 年 12月末日まで

1

2

20th記念事業公式サイト（geikou.jp/20th　右QRコード）から、
アンケートフォームへいき入力。
※PCやスマフォ、タブレットからも回答可

本会報同封のアンケート用紙に記入し、
返信用の茶封筒に入れ投函（切手添付不要）

期間：2015 年 11 月 19 日（木）～ 21 日（土）10:00 ～ 17:00

場所：名古屋市立大学芸術工学部キャンパス  芸工棟

申込締切　10/20（火）
※11/21（土）のみの展示も可。当日は午前中までに設置ください。

※1 人分のスペースは基本幅2m以内（応相談）。展示内容に合わせ、20th実行委
員会で展示場所を設定させていただきますが、ご希望の場所等有る場合は、事前
にお知らせください（ご希望に添えない場合もあります）。

※利用できる備品は、ピクチャーレール、イーゼル、展示台（白い立方体３サイズ。
小450mm立方、中450×450×900mm、大677×677×720mm）。その他、応相談。

※送料は往復 20th 実行委員会で負担します。

※パネル展示の場合、基本 A1サイズとし、データを事前に送っていただければ、
20th 実行委員会で出力＆パネル化します。出力紙はマット系か光沢系か選択可。

※20th 実行委員会が設営や撤去のお手伝いもできます。詳細は個別に応相談。

※グッズ販売は手数料なし。（販売は実行委員で対応し、売上は全額出品者に支払）。

※希望に応じて、チラシなど自由にお持ち帰りいただけるブースも設置します。

本事業を盛り上げるべく、寄付も募集中です！
詳しくは、公式サイトをご参照ください。クレジット払いなどもできますよ。

パーティーの会場となる芸工棟で仕事や活動紹介、作品の展示、グッズ販

売をしてくださる方を募集しています。お世話になった先生方や同窓生、

後輩たちに、仕事や作品を見せていただけたら嬉しいです。

65年
おめでとう！！

名市大
芸工はまだ20年目ですが、
名古屋市立大学は、1950年の開学から
2015年で開学65周年を迎えました！
大学本部から、芸工同窓会の皆さんへ
下記ご案内をいただきました。

   開学 65 周年記念事業寄附金
   http://www.nagoya-cu.ac.jp/2826.htm
名古屋市立大学 65 周年記念事業にご賛同いただける方に、「名古屋市立大
学振興基金」（免税措置あり）へのご寄附をお願いします。いただいたご寄附
は上記事業ほか 65 周年記念事業の実施や施設整備などに活用いたします。
ご寄附いただいた方には、後日、運用内容をご報告させていただきます。
詳しくは、Web（http://www.nagoya-cu.ac.jp/ncu65-70th/）を参照ください。

平成27年8月よりインターネットからの寄附のお申込みおよび「クレジット
カード決済」「コンビニエンスストア決済」「インターネットバンキング決済
（Pay-easy）」ができるようになりました。ぜひご利用ください。
https://www.nagoya-cu.ac.jp/2826.htm

芸術工学部同窓会 萱光会（けんこうかい）からのお知らせ

お酒の提供など芸工祭実行
委員の学生さんたちにも、
アレコレお世話になります。

and more...？ 今後の詳細のご案内は、
20th 公式サイト  geikou.jp/20th  をご覧ください

折れ線（谷）折れ線折れ線（谷）折れ線折れ線（谷）


