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NIDはNagaoka Institute of Designの略称です。
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学科と 4 年間の流れ
感性を磨き、知識・技術を基礎から応用まで着実に身に付けていきます。

プロダクトデザイン学科
身のまわりにある“もの”の
デザインを学ぶ

全ての分野に共通する基礎的な造形力の修得

所属学科の基礎をさらに修得

所属学科の専門領域の

知識・技術の修得

所属学科の専門・集大成

所属学科の基礎的な知識・技術の修得

専門的基礎造形力・知識・発想力

視覚デザイン学科
あらゆる “ 目で見るもの ” の
デザインを学ぶ

美術・工芸学科
手で “ 描く ”
“ つくる ” を学ぶ

建築・環境デザイン学科
人々を取り巻く “ 空間 ” の
デザインを学ぶ

プロダクトデザイン学科では、問題を発見することからその解決策
を「カタチ」として創造することまで、知識・表現技能をトータル
に修得します。
機能や外形だけではなく、使う人が笑顔になるプロダクト（製品）
をつくることを目指します。

家電・情報機器

自動車

家具

日用品

テキスタイル

ファッション

学芸員

商業施設士受験資格

広告・ブランディング

Web・アプリ 
エディトリアルデザイン

写真・映像

イラストレーション

インフォメーションデザイン

学芸員

商業施設士受験資格

絵画

版画

彫刻

彫金

鍛金

鋳金

ガラス

西洋美術史

学芸員

商業施設士受験資格

中学校教諭一種免許状（美術）　

高等学校教諭一種免許状（美術）（工芸）
※ 2019年度以降の教職課程については現在、再
課程認定申請中です。ただし、文部科学省にお
ける審査の結果、予定している教職課程の開設
時期、取得可能な教員免許状の種類が変更とな
る可能性があります。

建築

都市計画・まちづくり

インテリアデザイン

ディスプレイデザイン

ランドスケープデザイン

文化財建造物保存

学芸員

商業施設士受験資格

一級建築士受験資格

二級建築士受験資格

木造建築士受験資格

インテリアプランナー登録資格

一・二級建築施工管理技術検定試験受験資格

一・二級造園施工管理技術検定試験受験資格

RLA: 登録ランドスケープアーキテクト受験資格

視覚デザイン学科では、発想力・想像力・創造力・発信力をトータ
ルに修得します。コンピュータを使ったデジタルから手で描くアナ
ログまで、表現方法を選ばない力を身に付け、視覚表現を通して人
と人、そして人と社会をつなぐ懸け橋となることを目指します。

美術・工芸学科では、絵画、彫刻、工芸分野を横断的に学び、グロー
バルな視野によって専門領域の探求に繋げます。
各分野の素材の特性や表現方法を理解し身に付け、人や社会へのメッ
セージを多彩な表現で届けることのできる人材育成を目指します。

建築学を基軸にしたカリキュラム構成で、どの分野を専攻しても一
級建築士の受験資格取得を可能にしています。
広く自然や環境という視点を持って、快適で美しい空間をつくるこ
とを目指します。

対象となる主な分野

対象となる主な分野

対象となる主な分野

対象となる主な分野

取得可能資格

取得可能資格

取得可能資格

取得可能資格

1

2

3

4

年次

年次

年次

年次

3年次のコースを
選択する

学科ごとに
2コースに分かれる

各自のテーマで
卒業研究に取り組む
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初年次教育　 Basic Program

造形活動の基礎力の修得（基礎造形実習）
あらゆる造形活動の基礎となる「観る」「描く」「創る」を、デッサ
ンや色彩・立体構成などの実習を通して学びます。この基礎造形実
習は年間を通じて毎日行い、全専任教員が指導にあたります。確か
な基礎力を身に付けることで、その後の専門性を最大限に高めてい
くことができます。

コンピュータを用いた表現技術の獲得
基本的なコンピュータ操作から、Illustrator、Photoshopなどのグラフィッ
クソフトの基本技術を学びます。

考え、表現する力を身に付ける
英語や論理学など、各学科や専門分野にとどまらない幅広い教養を
身に付けるカリキュラム構成です。

各専門分野の基礎知識・技術の修得
基礎造形力、コンピュータ技術、幅広い教養力の修得と並行して、
各学科で必要とされる基礎知識・技術も初年次から学んでいきます。

午前：基礎造形実習Ⅰ（前期）・Ⅱ（後期） 午後：専門教育科目・外国語・教養科目

一日の流れ

一年の流れ

プロダクトデザイン学科

視覚デザイン学科

美術・工芸学科

建築・環境デザイン学科 パース着彩・写真・図面・模型・椅子制作　など

描写・色彩構成・写真・図面・モデリング　など

描写・写真・映像・グラフィック　など

描写・写真・構成（コラージュ）・立体構成　など

描写

色彩基礎

色彩構成

図面基礎

立体構成

コンクール など

4月－7月 9月－11月

色・形・構成・素材等
の基礎を学ぶ
基礎造形実習Ⅰ（前期）

各学科で必要とされる
基礎知識・技術を学ぶ
基礎造形実習Ⅱ（後期）

「観る」

「描く」

「創る」

基礎を固めて

可能性を広げる
主な実習内容

描写（幾何形態・静物・人体等）
色彩基礎・色彩構成
図面基礎・立体構成

描写・パース着彩
写真・映像
図面・モデリング・模型制作・立体構成
グラフィック

全学科

学科ごと
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地域と連携した多様なプロジェクトを通して、学生たちはデザインを実践的に学んでいます。
様々な人たちとの関わりや、実社会の課題に真正面から向き合うことで磨かれる、
コミュニケーション力、考察力、行動力…。
地域で学ぶ経験は、世界をデザインする力に変わります。

「まなび×あそび」をキーワードにした様々なものづくりに挑戦する
こどもたちに、学生たちが寄り添っています。

新潟県十日町地域振興局との連携プロジェクト。「きものの町 十日町」
を PRする企画・立案、地域の方への提案・発表を行いました。

教員や学生が講師として、中学・高校生が美術・デザイン分野に一歩
踏み出すためのサポートをしています。

燕三条地域で行われる「燕三条 工場の祭典」のアイデンティティと
なっているピンク色のストライプを使用し、担当する工場の「らしさ」
を理解し、装飾デザインの提案から施工まで行いました。

長岡駅周辺の「まちなか」に、NIDの学生・卒業生を中心とした作
品展示やワークショップ等を行うアートプロジェクト。国内外で活躍
するゲストアーティストとのコラボレーションや、専攻分野・学年を
超えたチーム企画など、展開は年々広がっています。

こどもものづくり大学校

人を呼ぶきものプロジェクト

美術・デザイン勉強会

工
こう

場
ば

の祭典

ヤングアート長岡

地域を舞台に

デザインを実践的に学ぶ
Study Locally, Design Globally
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身のまわりに

ある“もの”の

デザインを学ぶ

プロダクトデザイン学科
Product Design

［対象となる主な分野］ 家電・情報機器

自動車

家具

日用品

テキスタイル

ファッション
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家電・情報機器

日用品

自動車

テキスタイル

家具

ファッション

家電・情報機器、自動車、家具、日用品といったプロダクト
をデザインする上で必要な力（スケッチや図面、CG、材
料や素材の知識など）を培います。たとえば実習授業では、
1年次後半の課題は「イメージを形にする」。速そうな形、
やさしそうな形のように抽象的なテーマに対して、スケッチ
を描き、立体化し、教員の指導を受けながら洗練させて、最
終的にイメージを的確に表現した完成度の高い形を作り上げ
るという工程を経験します。

さらに 2年次の前期は、身近で具体的な道具を機能的な側面
に配慮しながら提案。後期は既存の製品とその使われ方を調
査した上で、新しい道具のデザインに取り組みます。

そして 3年次は「実際に社会にあるテーマを基に製品をデザ
インする」といった、産学協働を念頭に置いたデザイン演習
を行います。シンプルなところからスタートし、徐々に段階
を上げながら、考え、発想し、具現化し、検証を重ねること
で、プロのデザイナーに必要な素養を身に付けます。

テキスタイルやファッションは素材を知り、基本的な技法を
知ることから始まります。織る、染める、縫うなどの基本を
知識としてだけではなく、体感的に知ることで、はじめて自
分の思いを形にすることができるようになります。

1年次、織は卓上織機で虹色の経
たて

糸に任意の緯
よこ

糸を織り込み
織物の構造と織色を、また染は絞り染めを通して、布に色が
染まる感覚を体験します。縫うことに関しては、異なる生地
によるトートバッグ制作の中で色や質感の組み合わせを修得
します。

2年次前期には、化学繊維布を用いて染色後、その特性を活
かした独自の加工を行い、自由に製品を提案する実習を行っ
ています。

2年次後期、織は大型織機を用い、デザインから織りの設計、
糸染め・製織・仕上げまでを一貫して行ない、染は型

かた

防
ぼう

染
せん

と
捺
なっ

染
せん

で連続模様の配置等の基礎を学びます。
ファッションは、同一の型紙をアレンジして独自性のある
シャツを制作します。素材の特性を理解し、自分の身体で作
るという体験は、デザインを行う上で最強のスキルを獲得で
きます。身体感覚を研ぎすまし、柔軟な思考と創作は、従来
のテキスタイル・ファッションの概念を越えてプロダクトデ
ザイン領域全体で幅広く活かせる力となります。

プロダクトデザイン学科では、

自動車、家電、日用品のような工業製品から手作りのものまで、

製品デザインを幅広く学びます。

学べる分野
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堀  志織　 S h i o r i  H o r i  

プロダクトデザイン学科 4年
出身学校：長野県上田染谷丘高等学校（長野県）

プロダクトデザイン演習Ⅰ プロダクト基礎実習Ⅰ

プロダクト
デザイン学科

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期・後期
教養科目 スポーツ

英語中級Ⅰ
英語中上級Ⅰ
英語オーラルコミュニケーションⅠ
英語オーラルコミュニケーションⅢ
英語オーラルコミュニケーションⅤ
英語オーラルコミュニケーションⅦ
論理学
統計学

保健体育講義
英語中級Ⅱ
英語中上級Ⅱ
英語オーラルコミュニケーションⅡ
英語オーラルコミュニケーションⅣ
英語オーラルコミュニケーションⅥ
英語オーラルコミュニケーションⅧ
情報リテラシー
基礎ゼミ

社会心理学
日本文化論
英語上級Ⅰ
現代社会論
社会起業

美術論
文化人類学
環境と社会
法学（日本国憲法）
地域文化論
科学技術論
英語上級Ⅱ
キャリア計画実習Ⅰ キャリア計画実習Ⅱ

哲学

専門教育科目
［学部共通］

基礎造形実習Ⅰ（描写）
基礎造形実習Ⅰ（造形）
基礎造形実習Ⅰ（素形材）
基礎造形実習Ⅰ（デザイン）
基礎造形実習Ⅰ（複合造形）
デザイン概論

日本美術史
視覚デザイン概論

色彩学

西洋美術史
形態デザイン論
美術・工芸概論
人間工学
建築・環境デザイン概論

プロダクト A
視覚 A
美術・工芸 A
建築・環境 A

現代芸術論
メディア概論
視覚デザイン特別講義
都市論
インテリア
空間安全論
文化財学概論
緑地環境計画

地域協創演習 A
インターンシップ A
ボランティア実習 A

プロダクト B
視覚 B
美術・工芸 B
建築・環境 B

美術解剖学
美術・工芸特別講義
商品記号論
ユーザインタフェースデザイン論
マーケティング論
広告論
都市デザイン
居住論
建築史 
建築・環境デザイン特別講義

地域協創演習 B
インターンシップ B
ボランティア実習 B

デザイン感性工学
サインデザイン論
パッケージデザイン演習
博物館概論

地域協創演習 C

デザインマネジメント
知的財産権論
機構学
スノープラン

地域協創演習 D

プロダクト
デザイン学科
科目

プロダクトデザイン概論
プロダクトコンピュータ基礎演習

基礎造形実習Ⅱ（描写）
基礎造形実習Ⅱ（造形）
基礎造形実習Ⅱ（素形材）
基礎造形実習Ⅱ（デザイン）
プロダクトコンピュータ演習
プロダクトスケッチ実習Ⅰ

プロダクトデザイン特別講義
プロダクトデザイン基礎実習Ⅰ
プロダクト材料学
プロダクトスケッチ実習Ⅱ
プロダクト３ＤＣＧ演習Ⅰ

プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ（A）
プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ（B）
生産技術論
プロダクトＣＡＤ演習
プロダクト３ＤＣＧ演習Ⅱ
ファッション画実習
テキスタイル・ファッションＣＡＤ演習

プロダクトデザイン演習Ⅰ
テキスタイル・ファッション演習Ⅰ
ゼミⅠ

プロダクトデザイン演習Ⅱ
テキスタイル・ファッション演習Ⅱ
ゼミⅡ

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
（通年）

この授業では、プロダクト系から 2つ、テキ
スタイル・ファッション系から 1つ、合計 3
つの作品を制作しました。
プロダクト系の課題では、シーズニングベッ
セル（調味料入れ）と LEDライトを使用した
照明器具をデザインし、それぞれモデルを制
作しました。
テキスタイル・ファッション系の課題では、
まず不織布の性質を探り、その特徴を生かし
た作品作りに取り組みました。
プロダクト系とテキスタイル・ファッション
系の課題を一つの授業内でこなすのは大変で
したが、それぞれのデザインの基礎が身に付
き、とても充実した内容でした。

この授業では出題されたテーマに沿って制作を
します。学年が進むにつれ家具、家電、雑貨、
モビリティなど自分の興味のある分野を見据え
た提案となり、デザインをより深く学ぶことが

できます。
「IoT」というテーマの課題では、家
庭用 IoT消火器をサービスモデルま
で含めて提案しました。形のデザイ

ンだけでなく、サービスやアプリなど幅広いデ
ザイン領域に対してアプローチできる自由度の
高い授業内容です。
また就職活動時に企業に向けアピールできるよ
うな完成度の高い作品をこの授業を通して作る
ことができるので、とくに重要視される授業だ
と思います。

永井  海　U m i  N a g a i

プロダクトデザイン学科 3 年
出身学校：山形県立米沢興譲館高等学校（山形県）

クロス実習

学科系

地域・社会
連携系

専門教育の流れプロダクト系の課題と

テキスタイル・ファッション系の

課題を行います。

テキスタイルやファッション分野を

含むのは大きな特徴です。

1年次前期に全学科共通で造形の基礎力を養った後、後

期からはプロダクトデザインの基礎を学びます。

2年次前期はコースに分かれずにプロダクト系の課題と

テキスタイル・ファッション系の課題を行います。

後期からは実質的に「プロダクトデザインコース」と「テ

キスタイル・ファッションデザインコース」を選択して

より専門的な知識を身に付けていきますが、3年次まで

はコースの変更ができるように配慮し、またコースに分

かれた後でもプレゼンテーション（課題発表会）は 2コー

ス合同で行うようにして、広い視野をもって学べるよう

に配慮しています。

授業は実習・演習が中心でマンツーマンで指導。「イメー

ジを形にする」「機能から発想する」「社会的な課題を解

決する」といった段階を踏みながら、デザイナーとして

活躍できる実践的な力を身に付けていきます。

授業内容
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投票はシールを貼るだけ。
市民の命をつなぐラジオのデザインとして、ふさわしいと思う一つを選んでください。

いのちつなぐラジオ　市民投票　

決めるのは、
あなたです。

このラジオがあなたの家に置かれるかも
・今の防災無線受信機に代わって、各家庭に設置されることを想定しています。

・行政からの緊急放送を自動受信し、ラジオのスピーカーから流します。

・普段は FMAMラジオとして使うことができます。

・災害時には持ち出して避難所等でラジオや灯りとして使うことを想定しています。

私たちが開発しています
・私達は、市内の若手経営者グループ「明るい柏崎計画（AKK）」です。

・AKK は柏崎の経済活性化をめざして、様々な事業を計画しています。

・AKK は地元の大学、金融機関、行政と協力しながら地方創生の実現を目指します。

・AKK は事業を通して、仕事と雇用を創出します。

AKK のラジオの特徴
・この「いのちつなぐラジオ」は MADE IN 柏崎！

・約 30 社の市内協力会社、地元大学、金融機関が開発に参加しています。

・大きな地震の被災経験、原発立地の高い防災意識が開発に反映されています。

・柏崎市民による、柏崎市民のためのラジオです。

あなたならどれを選ぶ？
・リビングルームにいつも置いてあるとしたら…

・災害で避難所に持ち出して使うとしてら…

・普段ラジオとして使うとしたら…

・長岡造形大学の学生による3つのデザインから1つを選んでシールを貼ってください。

※最終的なデザインは投票結果をもとにデザイン選定委員会が決定します。
※色や形状、機能は変更される場合があります。
※AKK が開発するラジオのほか、他社が提案する複数のラジオの中から、柏崎市が採用するラジオを決定します。

皆さんが選ぶデザインをもとにラジオが開発され、AKK から柏崎市に提案されます。

A 案 B案

原寸大

〇大きな取ってがついている持ち出し易い形です
〇取っての下面にライトがついていて全体を照らします
〇カラーフレームで囲われた優しいフォルム

〇設置場所を選ばないシンプルな形です
〇とっさに押しやすいライトスイッチ、リピートスイッチ
〇スーピーカーグリルは柏崎の花火がモチーフです

C 案

原寸大

〇安定していて地震でも倒れにくい形です
〇いざという時、持ち出しやすい形、サイズです
〇もしもの時は懐中電灯として使えます

原寸大

長岡造形大学学部生有志と阿賀野市にある藤岡染工場
との新潟手拭いプロジェクトは 2007年に始まり、今回
で 10回目を迎えました。新潟の名物や特産品をモチー
フに学生が図柄をデザインしています。工場にデザイン

画を渡して終わりということでなく、型紙までを本人が
制作、その型紙で工場が染色を行い、これまでに通算で
80枚の手拭いが生まれています。9回目の時には NHK
朝の全国版の情報番組で紹介されました。

プロダクトデザイン学科のファッションを専攻する学生
が中心となり、卒業研究を中心に 30点余りの作品を発
表しました。ファッションショーは衣装のみならず、事
前の宣伝活動、音楽、照明、映像、舞台設営、進行など様々
な要素が必要な総合的なデザインの場です。プロダクト

を学ぶ学生のみならず、視覚デザイン学科、建築・環境
デザイン学科など、学科や学年の垣根を越えて約 60人
の学生が協力して一つの舞台を作り上げました。当日は
アオーレ長岡の市民交流ホールで行われ、多くの市民の
方にご来場いただきました。

新潟を拠点に鉄道車両の設計製造を行っている北陸重機
工業とのプロジェクトで、タイ国営鉄道のために製作す
るレール探傷車の先頭部分のデザインを担当しました。
ロボットをテーマに、プロダクトデザイン学科の学生が
アイデアスケッチを制作し、その中の 5案が選出され、

クライアントであるタイ国営鉄道に提案しました。その
結果、一つの案が選ばれ、それに先方の要望や製造上の
制限などを織り込んで、最終デザインを決定しました。　
現在、このデザインをもとに実車両の製作が行われてい
ます。

柏崎市の若手経済人による「明るい柏崎計画」が柏崎オ
リジナルの防災ラジオの製作を計画し、プロダクトデザ
イン学科の学生がデザインを担当しました。「いのちつ
なぐラジオ」のテーマのもとに展開されたアイデアの中
から、3案に絞り込まれたデザインは市民投票にかけら

れ、2,000票以上の投票の中から１案が選ばれました。
その後、柏崎市の企業有志によるチームが設計を担当し、
実働試作が完成しました。今後、柏崎市の防災ラジオと
して採用されることを目指して、量産化のための検討が
行われます。

手ぬぐい

ファッションショー「Ex FILTER」

レール探傷車

柏崎市の防災ラジオ

学生の活動
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大竹 汐織
「Veilme –ベルメ」
－隠すことで読む前の期待を誘う、新しいメッセージカードの提案－

万谷 晴香
「 fleur, fruit」
－身体と身近にある道具を使った織物の研究－

綿貫 はな子
－スモッキング技法の特性を利用した製品の提案－

水野 なつみ
「LITSU （リツ）」
－視覚障がい者のための包丁のデザイン－

佐藤 丈夫
「Air Rider」
－アクティブスポーツのための二輪車の研究－

青山 祥廉 
「MONORIUM －モノリウム」
－〈置く〉ことでは引き出せない魅力の考察－

高原 日奈乃
「春容・夕映・水際」
－布の素材感を活かしたプリント柄の製作－

卒業研究

岩崎 晴也
「SNOWCAT LUXURY CONCEPT」
－バックカントリーツアーにおける雪上車のデザイン研究－



プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
学
科

24 25

プロダクトデザイン学科の卒業生は、

様々なフィールドで活躍しています。
※卒業学科名は卒業当時の学科名と括弧内に現在の学科に相当する科名を記載しています。

  現在の仕事内容

ソニー株式会社クリエイティブセンターに
在籍しておりネットワークプロダクツ（主
に XPERIA）のデザインを担当しています。

  現在の仕事内容

現在配属されている「まちなかキャンパス
長岡」では、3大学 1高専と連携した市民
向け講座の開催や施設の貸し出しを行って
います。職務としてその全てに携わってい
ます。

  現在の仕事内容

主にスーパーマーケット「原信」の内装を
企画からデザイン、施工管理まで一貫して
担当しています。内装の基本カラーの提案
や家具の選定、店内表示物のデザイン制作
などに携わり、最近では商品パッケージや
エコバッグ、原信の事業報告書のデザイン
等を手掛け、仕事の幅も広がっています。

  仕事のやりがい

デザインした商品を使用しているシーンを
見かけた時やポジティブな評価をいただい
た際にやりがいを感じます。多くの人に長
く愛用されるプロダクトになるよう心掛け
ています。

  仕事のやりがい

まちなかキャンパス長岡の事業は、市民の
皆さんが生活するうえで、最低限必要な行
政サービスではありません。しかし、こ
のような取り組みは全国的にも例が少なく、
長岡市の特色の一つではないかと思います。
そういった事業に携われること、また、実
施するなかで市民の皆さんから一定の評価
を得ることは、大変励みになります。

  仕事のやりがい

視察に海外へ行くことが多く、そこで得た
情報をもとにデザインをし、それがかたち
に現れることは感慨深く、何より学んだこ
とを活かせる理想的な職業につけたことに、
誇りと喜びを感じています。

石田 一宏   Kazuhiro Ishida

ソニー株式会社
出身学校：富山県立富山西高等学校
卒業学科：産業デザイン学科（現在：プロダクトデザイン学科） 2002年卒業
受賞歴等：iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award

星野  康也   Yasunari Hoshino

長岡市役所

出身学校：新潟県立長岡向陵高等学校
卒業学科：産業デザイン学科（現在：プロダクトデザイン学科）1998年卒業

柏崎  果歩   Kaho Kashiwazaki

株式会社日乃出江口
出身学校：新潟県立新潟西高等学校
卒業学科：プロダクトデザイン学科 2014 年卒業

1. Xperia XZ1
2. Xperia Z5 Compact
3. Xperia X Compact
4. Xperia Z2

1. 自分で企画した講座が実現。
長岡技術科学大学の一室をお
借りして音の講座。

2. 約半年をかけて翌年度の講座
の検討を行います。最終的に
冊子にまとめ、配布します。

1. 原信 CAFE。アメリカで得
たヒントから、壁面全体をカ
ジュアルにデザイン、構成し
ました。

2. 原信のドライフルーツ＆ナッ
ツのブランド。ネーミングか
らデザインまで全てに携わっ
た商品

1 2

1 2

1

2 3 4

卒業後は . . .
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あらゆる

“目で見るもの”の

デザインを学ぶ

視覚デザイン学科
Visual Communication Design

［対象となる主な分野］ 広告・ブランディング

Web・アプリ 
エディトリアルデザイン

写真・映像

イラストレーション

インフォメーションデザイン
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学べる分野

視覚デザイン学科は、広告、Web、写真、映像、イラストレーションなどの

ヴィジュアルデザイン全般を学ぶ学科です。

写真・映像
写真では、デジタル一眼レフの使い方から、スタジオでの物撮
りやポートレートを経験。映像では、ビデオカメラによる撮影
と編集、さらに一眼レフによる動画の撮り方を修得します。

イラストレーション
イラストレーションは、ヴィジュアルコミュニケーションの一
つの手段です。学生個々の表現手法を模索し、テーマに対して
いかに魅力的なアプローチができるかを考えます。

Web・アプリ
様々なデバイスに対応したWebページやスマートフォンアプリ
でのサービス提案から構築も授業で取り組み、実際の制作を行っ
ています。

広告・ブランディング
実際にある店舗や商品などを想定して、ポスターやフライヤー、
名刺、封筒を制作するなど、ブランディングやプロモーション
の方法を学びます。

エディトリアルデザイン
エディトリアルとは、文字や写真・イラストレーション・図版
などの素材を目的に応じて整理して構成する編集技法のことで
す。それらの素材を紙面に視覚的に、なおかつ効果的にレイア
ウトすることを学びます。

インフォメーションデザイン
インフォメーションデザインが目指すのは情報の視覚化です。
数字だけのわかりづらい情報を分析して整理し、伝わりやすく
するための方法を学びます。
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視覚デザイン
学科

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期・後期
教養科目 スポーツ

英語中級Ⅰ
英語中上級Ⅰ
英語オーラルコミュニケーションⅠ
英語オーラルコミュニケーションⅢ
英語オーラルコミュニケーションⅤ
英語オーラルコミュニケーションⅦ
論理学
統計学

保健体育講義
英語中級Ⅱ
英語中上級Ⅱ
英語オーラルコミュニケーションⅡ
英語オーラルコミュニケーションⅣ
英語オーラルコミュニケーションⅥ
英語オーラルコミュニケーションⅧ
情報リテラシー
基礎ゼミ

社会心理学
日本文化論
英語上級Ⅰ
現代社会論
社会起業

美術論
文化人類学
環境と社会
法学（日本国憲法）
地域文化論
科学技術論
英語上級Ⅱ
キャリア計画実習Ⅰ キャリア計画実習Ⅱ

哲学

専門教育科目
［学部共通］

基礎造形実習Ⅰ（描写）
基礎造形実習Ⅰ（造形）
基礎造形実習Ⅰ（素形材）
基礎造形実習Ⅰ（デザイン）
基礎造形実習Ⅰ（複合造形）
デザイン概論

日本美術史
プロダクトデザイン概論

色彩学

西洋美術史
形態デザイン論
美術・工芸概論
人間工学
建築・環境デザイン概論

プロダクト A
視覚 A
美術・工芸 A
建築・環境 A

現代芸術論
メディア概論
プロダクトデザイン特別講義
都市論
インテリア
空間安全論
文化財学概論
緑地環境計画

地域協創演習 A
インターンシップ A
ボランティア実習 A

プロダクト B
視覚 B
美術・工芸 B
建築・環境 B

美術解剖学
美術・工芸特別講義
商品記号論
ユーザインタフェースデザイン論
マーケティング論
広告論
都市デザイン
居住論
建築史 
建築・環境デザイン特別講義

地域協創演習 B
インターンシップ B
ボランティア実習 B

デザイン感性工学
サインデザイン論
パッケージデザイン演習
博物館概論

地域協創演習 C

デザインマネジメント
知的財産権論
機構学
スノープラン

地域協創演習 D

視覚デザイン
学科科目

視覚デザイン概論
視覚コンピュータ基礎演習

基礎造形実習Ⅱ（描写）
基礎造形実習Ⅱ（造形）
基礎造形実習Ⅱ（素形材）
基礎造形実習Ⅱ（デザイン）
視覚コンピュータⅠ

視覚デザイン特別講義
視覚デザイン基礎演習Ⅰ
視覚コンピュータⅡ
写真
描写表現
映像Ⅰ

視覚デザイン基礎演習Ⅱ
Web デザイン
タイポグラフィ
映像Ⅱ
描写表現
視覚デザイン論

伝達デザイン演習Ⅰ
表現デザイン演習Ⅰ
ゼミⅠ
サウンドデザイン

伝達デザイン演習Ⅱ
表現デザイン演習Ⅱ
ゼミⅡ
コマーシャル演習

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
（通年）

クロス実習

学科系

地域・社会
連携系

専門教育の流れ基礎から学び、

ヴィジュアルデザインで

さまざまな課題を解決する力を

養います。

1年次は、前期では全学科共通の「基礎造形実習」で造形

の基礎を学び、後期には視覚デザイン学科独自の基礎造形

実習を行います。「視覚コンピュータ基礎演習」ではコン

ピュータをツールとして使いこなす力を身に付けます。

2年次は、「視覚デザイン基礎演習」でアイデアを重視し、

課題について百案考えるなど発想力・柔軟性を身に付け

ます。また、写真、描写、映像、Web、タイポグラフィ

から選択し、個々の必要とする能力を伸ばします。

3年次には、企業や地域の持つさまざまな課題を解決す

る広告やブランディング・グラフィックを中心とした「伝

達デザインコース」、または個々の表現を活かしたヴィ

ジュアルコミュニケーションに取り組む「表現デザイン

コース」を選択します。ゼミでは選択した教員から専門

的知識を学びます。

4年次は個々の卒業研究のテーマを設定し、これまでに

培った考え方・表現を用いて、集大成となる研究に挑み

ます。

このような学年ごとに力を蓄え、ヴィジュアルデザイン

でさまざまな課題を解決する力を養います。

授業内容

長谷川  文佳　 F u m i k a  H a s e g a w a

視覚デザイン学科 4年
出身学校：静岡県立科学技術高等学校（静岡県）

伝達デザイン演習Ⅰ・Ⅱ 表現デザイン演習Ⅰ・Ⅱ

伝達デザイン演習は、社会が抱える様々な問
題を抽出し問題を解決するツールを企画・制
作する授業です。
私はこの授業で、アイデアを形に落とし込む
ことの重要性を学ぶと共に、制作物の見せ方・
相手に伝えることの重要性を学びました。自
分の考えたアイデアを、どのようなパッケー
ジや広告・Webサイト・販売促進ツール・ディ
スプレイなどで、どのように展開すれば効果
的に伝えられるかを考えて制作することが必
要であり、自分自身もそこにやり甲斐を感じ
ることができました。

視覚デザイン領域における表現技法と技術を磨
き、個々の持つ豊かな感性を活かして表現する
ことを学びます。グラフィックデザインの知識
や技術と感性を融合させ、視覚デザイン表現で
提案し、社会と繋げて行くことを学んで行きま

す。その表現方法は、イラスト、写真、映像、
デジタル等多岐にわたります。
また、表現デザイン演習Ⅰの成果を表現デザイ
ン演習Ⅱに繋げ、最終的にはその成果を個人の
作品集にまとめ、発表をします。

永井  樹里　 J u r i  N a g a i

視覚デザイン学科 4 年
出身学校：鹿児島県立松陽高等学校（鹿児島県）
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公益社団法人「日本グラフィックデザイナー協会」
(JAGDA)が主催した「JAGDA学生グランプリ 2017」
のテーマは「食」。世界的にも日本食が注目されていたり、
食糧危機や食料廃棄、食の安全・安心の問題など、様々
な「食」に関することをポスターにして応募し、たくさ
んの入賞・入選を果たしました。

準グランプリ : 李 程芳菲「命の重み。」
優　秀　賞：窪田 蘭「トントントン」
 　　 嵯峨 雄介「ずずず」
審 査 員 賞：小久保 綾介「幸せのつまみ食い」
他入選 18名

ACジャパン広告学生賞のテレビ CM部門で 2作品が審
査員特別賞、5作品が優秀賞を受賞しました。加えて新
聞広告部門で 1作品が優秀賞を受賞しました。
現代社会が抱える問題を独自の視点で考え、表現するこ
とで、その問題を視聴者、読者に意識させるということ
を目指し制作しました。

【テレビ CM部門】
審査員特別賞： 金井 憲「黙っていたらは、もうやめだ」
 早川 歩「身体測定」
優秀賞：近江 和希「お父さん危機一髪」、小久保 綾介「紙
を使う。森を使う。」、佐藤 史織「言葉の檻、作ってい
ませんか」、桜井 成美「みんなのおうち」、庭野 由希乃
「面面面」
【新聞広告部門】
優秀賞：岡庭 秀晃「解雇通知」

「朝日広告賞」は、若手広告クリエーターの登竜門として 65回の歴
史を誇る新聞広告賞。今回応募総数 1,054点の中、学生としてはた
だ一人本学の学生が入選を果たしました。
入選：葛原 麻衣「TOMBOWの文具のブランド広告」

東北地方の風土・歴史・文化から生み出された商品のパッケージを
「デザイン」でさらに魅力を引き出す「おいしい東北パッケージデ
ザイン展 2017」に応募し、4名の入賞と 12名の入選を果たしました。
学生優秀賞：安食 桃子・角田 千祐「ふくれせんべい」
奨　励　賞：鈴木 瞳「熟成黒にんにく」
　　　　　　友野 玲香「通のカレー」

経済の活性化、様々な課題の解決に貢献するようなアイデアと技術・
サービスを競う場として開催された「学生 ICTビジネスアイデアコ
ンテスト 2017」にてグランプリを受賞しました。課題テーマは、「地
域発の新たな価値を創造」。企画立案からデモコンテンツを制作し、
15分のプレゼンテーションを行いました。
グランプリ（総務省信越総合通信局長賞）「VEGEMATE」 古沢 菜月

長岡造形大学×東京工芸大学×女子美術大学×多摩美術大学×中国
伝媒大学による五大学合同写真展も 10年目を迎えました。近年で
は各大学に巡回するだけではなく、キヤノン品川オープンギャラ
リー、ソニーイメージングギャラリーでの展示も成功させました。
各大学から互いに刺激を受け、学ぶことも多い展示になっています。

「JAGDA 学生グランプリ 2017」で準グランプリ・優秀賞・審査員賞受賞！

第 14 回 AC ジャパン広告学生賞で 2 作品が審査員特別賞、6 作品が優秀賞を受賞！

2016 年度  第 65 回朝日広告賞で入選！

「おいしい東北パッケージデザイン展 2017」

で４作品が入賞！

五大学合同写真展  ○
まる
展学生 ICT ビジネスアイデアコンテスト  2017

学生の活動
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卒業研究

知地 里奈
「いわきオリーブの森プロジェクト」－実在する地域プロジェクトをさらに
発展させるためのブランディングとプロモーション－

作田 知英
「記憶のかたち」－写真表現による記憶の姿、観念的「不在」の表象。－

阿部 咲良
「芋煮をまるごと」－郷土料理芋煮の魅力を伝える研究－

宮尾 奈央
「ことばに住むもの」－言葉と意味との関係、表現の研究－

赤嶺 郁美
「itada kitchen」－新しい食体験サービスの提案－

黒田 あゆみ
「ももんじ屋」－丸と直線で構成したグラフィック表現の研究－

柄澤 咲弥
「cooking factory」－作り方を想像する－

川端 志織・高橋 香名・中村 日向子
「カラメル組合プププ」
私たちはプリン星からやってきたアイドル。プリンをテーマとした歌やダンスをお届けします。笑いあり、涙あり、とびきり甘い 3 種のフレーバーをご賞味あれ！

本間 理紗
「お話の葉 / お話の森」
－新しい本の形と、それに伴う周りの環境の変化の研究－
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視覚デザイン学科の卒業生は、

様々なフィールドで活躍しています。
※卒業学科名は卒業当時の学科名と括弧内に現在の学科に相当する科名を記載しています。

  現在の仕事内容

現在 TVCM等の映像ディレクション、広
告グラフィック等のアートディレクション、
コーポレートアイデンティティ、ブラン
ディングなど媒体を問わず活動しています。
また、キャラクターブランド PERAX!®
も主宰し展開中です。

  現在の仕事内容

広告代理店にて、デジタル領域を中心とし
た、広告の企画・ディレクションおよびコ
ミュニケーションデザインを担当。企業の
抱える課題を解決するためのアイデアを考
え、必要な手段と経路を設計して制作を指
揮します。

  現在の仕事内容

雑誌、広告、ジャケット、Web、パンフ
レット、カレンダーなど主に人物を中心に
撮影しています。今年取り組んだ仕事は、
CoCo壱番屋の広告、BMWのWeb広告、
AKBグループ選抜総選挙の選挙ポスター　　　
AKBリクエストアワー DVDジャケット、
アニメイベントパンフレットなど

  仕事のやりがい

自分のアイデア・表現を沢山の方々に発表
できることや、自分が担当した広告の商品
の売り上げが上がった時に、やりがいや嬉
しさを感じます。

  仕事のやりがい

自分の企画・設計した広告コミュニケー
ションが話題になったり、社会にいい影響
を及ぼしたりすること。SNSでの反響や、
実際に楽しんでもらっている現場を見ると、
この仕事をやってよかったな、と思います。

  仕事のやりがい

撮りたい写真が撮れた時。写真を撮って喜
んで貰えた時。自分にパワーがついたと感
じた時。自分の写真が形になった時。お金
をもらう時。

滝沢 圭介   Keisuke Takizawa

フリーランス 映像ディレクター・アートディレクター
出身学校：新潟県立新潟西高等学校
卒業学科：産業デザイン学科（現在：視覚デザイン学科） 1999年卒業

福井  知右   Toshiaki Fukui

株式会社 電通デジタル
出身学校：東京都立富士高等学校
卒業学科：産業デザイン学科（現在：視覚デザイン学科） 1999年卒業

田村  与   Hitoshi Tamura

フリーランスフォトグラファー
出身学校：新潟県立加茂高等学校
卒業学科：産業デザイン学科（現在：視覚デザイン学科）2008 年卒業

1. 株式会社みずほフィナン
シャルグループ CI映像
企画・演出

2. キリン株式会社 CI映像
企画・演出

3. 株式会社パルコ
NEW YEAR ポスター
アートディレクション

4. FIFA WORLD CUP 2018 
/ 2022 日本招致映像 
企画・演出

1. 航空券の購入とそれに付帯す
るサービスのためのアプリを
開発。メニューの立案とデザ
インを担当。2014年度のグッ
ドデザイン賞を受賞。

2. 同じ年に NIDを卒業したデ
ザイナーの河内貴春といくつ
もの新しいカタチを世に送り
出した。

1 2

1

2
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1. 「 阿部サダヲ」　舞台誌の撮影
で一番撮りたかった役者

2. 「 おぎやはぎ」 愛車遍歴とい
う番組のムック本用写真

3. 「 古田新太」　舞台誌で撮影

1 2 3

卒業後は . . .
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手で“描く”

“つくる”

を学ぶ

美術・工芸学科
Art and Craft

［対象となる主な分野］ 絵画

版画

彫刻

彫金

鍛金

鋳金

ガラス

西洋美術史
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版画
版画は、複数印刷できるところのみが価値では無い。支持体や
インクの素材がもつ、物質的特性を活かした作品制作が特徴だ
と思います。銅板やシルクの布を通し、思った通りの表現から
少しずれるところに面白みがあると思います。

絵画
絵を描くこと全般と、古典技法から今日的なイメージの表現ま
で、芸術領域における様々な媒体を各自の興味に応じて選択し、
主体的に探求します。さらに表現の本質を理解し、社会におけ
る役割を捉え、卒業後の生き方の礎とするべく学内外での発表、
展示などの活動にも取り組むことができます。

鋳金
鋳金は原型を元に鋳型を造り、その鋳型に金属を熔解して流し、
そして冷やし固めて鋳物にする技法です。本領域では蠟を用い
て原型制作を行い、ブロンズや真鍮、銀など多彩な金属素材を
熔かして作品制作を行います。

鍛金
鍛金では鎚起・絞り技法や鍛造技法などを主に学ぶことを目的
としています。長岡市に隣接する燕市・三条市における「鎚起
銅器」の技術は伝統工芸品にも指定されているものです。
本領域では、これらの技法や知識に触れることで、多様な金属
素材と技術を用いて自らの発想による作品制作を行う力を養い
ます。

彫刻
彫刻の歴史、造形技術や表現手法を実践的に学ぶことはもちろ
ん、自分の考えをもとに幾多ある素材・材料・手法の中でどの
ような表現を試み、自分以外の世界と通じていくのか、彫刻を
主軸にもの・ことを捉え直し、問いかけを繰り返しながら制作
を続けることで探っていきます。

彫金
彫金は鏨

たがね

という道具を用い「彫り」「打ち出し」「象
ぞう

嵌
がん

」といっ
た緻密な表現技法を継承してきた分野です。今日では先進的加
工法や新素材による表現が加わりながら、伝統的作品からジュ
エリー、クラフト、アート作品と多岐にわたる表現が展開され
ています。

西洋美術史
西洋美術史（絵画・彫刻・建築）の研究を通じて各分野の作品
を図像学や図像解釈学、様式論を使って解読します。そこで得
られた知識を使って作品の制作、あるいは論文を執筆します。

ガラス
暮らしを彩る器からアートまで、ガラスを使った幅広い表現を
学びます。吹きガラス、切子、ガラス鋳造などの技法を経験す
る中で、自分と向き合い表現したいものを見つけるとともに、
他者への視点も育みます。もろくてはかなく壊れやすいガラス
だからこそ、人へのやさしさや、暮らしを豊かにする方法を考え、
制作することを大切にしたいと考えるからです。
また、エコの視点から注目されている、リサイクルガラス素材
を使った作品づくりも行っています。

「美術表現」（絵画・版画・彫刻・西洋美術史）と

「クラフトデザイン」（彫金・鍛金・鋳金・ガラス）を学びます。

学べる分野
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美術・工芸
学科

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期・後期
教養科目 スポーツ

英語中級Ⅰ
英語中上級Ⅰ
英語オーラルコミュニケーションⅠ
英語オーラルコミュニケーションⅢ
英語オーラルコミュニケーションⅤ
英語オーラルコミュニケーションⅦ
論理学
統計学

保健体育講義
英語中級Ⅱ
英語中上級Ⅱ
英語オーラルコミュニケーションⅡ
英語オーラルコミュニケーションⅣ
英語オーラルコミュニケーションⅥ
英語オーラルコミュニケーションⅧ
情報リテラシー
基礎ゼミ

社会心理学
日本文化論
英語上級Ⅰ
現代社会論
社会起業

美術論
文化人類学
環境と社会
法学（日本国憲法）
地域文化論
科学技術論
英語上級Ⅱ
キャリア計画実習Ⅰ キャリア計画実習Ⅱ

哲学

専門教育科目
［学部共通］

基礎造形実習Ⅰ（描写）
基礎造形実習Ⅰ（造形）
基礎造形実習Ⅰ（素形材）
基礎造形実習Ⅰ（デザイン）
基礎造形実習Ⅰ（複合造形）
デザイン概論

日本美術史
プロダクトデザイン概論
視覚デザイン概論

色彩学

西洋美術史
形態デザイン論
人間工学
建築・環境デザイン概論

プロダクト A
視覚 A
美術・工芸 A
建築・環境 A

現代芸術論
メディア概論
プロダクトデザイン特別講義
視覚デザイン特別講義
都市論
インテリア
空間安全論
文化財学概論
緑地環境計画

地域協創演習 A
インターンシップ A
ボランティア実習 A

プロダクト B
視覚 B
美術・工芸 B
建築・環境 B

美術解剖学
商品記号論
ユーザインタフェースデザイン論
マーケティング論
広告論
都市デザイン
居住論
建築史 
建築・環境デザイン特別講義

地域協創演習 B
インターンシップ B
ボランティア実習 B

デザイン感性工学
サインデザイン論
パッケージデザイン演習
博物館概論

地域協創演習 C

デザインマネジメント
知的財産権論
機構学
スノープラン

地域協創演習 D

美術・工芸
学科科目

美術・工芸コンピュータ基礎演習 基礎造形実習Ⅱ（描写）
基礎造形実習Ⅱ（造形）
基礎造形実習Ⅱ（素形材）
基礎造形実習Ⅱ（デザイン）
美術・工芸概論
美術・工芸コンピュータ演習
プロダクトスケッチ実習Ⅰ

美術・工芸基礎演習Ⅰ（絵画）
美術・工芸基礎演習Ⅰ（彫刻）
美術・工芸基礎演習Ⅰ（工芸）
美術・工芸基礎演習Ⅰ（複合）
表示図法
プロダクトスケッチ実習Ⅱ
プロダクト3DCG 演習Ⅰ

美術・工芸特別講義
美術・工芸基礎演習Ⅱ
美術・工芸材料学
古美術研究
描写表現
生産技術論
プロダクト3DCG 演習Ⅱ
プロダクトCAD 演習

美術表現演習Ⅰ
クラフトデザイン演習Ⅰ
ゼミⅠ
美術工芸史
美術・工芸・デザイン分析

美術表現演習Ⅱ
クラフトデザイン演習Ⅱ
ゼミⅡ

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
（通年）

クロス実習

学科系

地域・社会
連携系

専門分野を探求するだけではなく、

「手でものをつくること」（造形）を

ベースに、知識や技術を

全体的・横断的に培います。

1年次は全学科で行う「基礎造形実習」で基礎的な力を

養います。続いて２年次前期の「美術・工芸基礎演習」

では、各領域の基礎的な造形力や表現力を実材と技術を

通して制作していきます。幅広いものづくりを経験する

中で、素材の特性を知り、組み合わせ、造形する力を培

います。

2年次の後期に入ると自分の専門性を見極め、3年次に

向けてコース（美術表現コース、クラフトデザインコー

ス）を検討。

3年次は選んだコースの演習やゼミに参加し、専門分野

や領域の知識や技術をさらに高めます。ただ、他領域と

の境界がないのが本学科の利点。専門に捉われず自由に

発想し、表現したいものに合った手段や素材を選び、作

品づくりに励みます。

専門教育の流れ

授業内容

今井  初音　H a t s u n e  I m a i

美術・工芸学科 3年
出身学校：岐阜県立益田清風高等学校（岐阜県）

美術・工芸基礎演習 美術表現演習

演習Ⅰでは、絵画と彫刻から学びたい古典技法を
選択します。技法の修得だけにとどまらず、日本
古来の美術品や建造物への興味と、考えを深める
ことができました。また、展示発表に向けて自由課
題に取り組み、自分の表現方法を模索し、空間と
いう視点から展示について学ぶことができました。
演習Ⅱでは、企画案の作成やグループでの展示発
表に向けて検証し、空間の特徴や鑑賞者の視点を
考えた作品制作・設営を行うことで、社会におけ
る美術の役割、自ら発信することの大切さを学び
ました。
授業を通して、美術館などに行き、間近で作品を
見ることの大切さを改めて感じ、作品についてよ
り考察できるようになったと思います。

美術・工芸基礎演習は、前期・後期に分かれていま
す。前期では 3つの課題を通し、様々な素材を扱い、
造形表現や技法などについて学びます。
後期からは美術表現コースとクラフトデザイン
コースに分かれ、より専門的な部分を課題を通し
て身に付けます。
私は、前期の課題で今まで触れたことのなかった
金属素材の特性に引かれ、クラフトデザインを選
択し、鋳金では匙

さじ

とリング、鍛金では杯を制作し
ました。美術・工芸基礎演習は、私にとって素材
と向き合い、自分のやりたいことを考えるきっか
けになりました。 小池   明璃　A k a r i  K o i k e

美術・工芸学科 4 年
出身学校：群馬県立吉井高等学校（群馬県）
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第 57回日本クラフト展学生部門で入選しました。日本

クラフト展は日本のクラフト文化の向上に寄与するとと

もに優秀なクラフトマンの発掘や、次世代のクラフトマ

ンの育成を目的にしている公募展です。

入選（学生部門）　佐々木 泉　ジュエリー（ブローチ、

ブレスレット、イヤリング）銀、金メッキ仕上げ

地元の長岡市三島地区の小学生たちに、地元酒造メーカー

から排出される廃ガラス瓶を利用し、環境啓発を含むワー

クショップの企画及びガラス行灯制作を行いました。こ

の授業は他学科の学生たちと協力しながら行うプロジェ

クトです。

成果発表として長岡市三島地区で 10月に行われる「越後

みしま 竹あかり街道」のイベントにてワークショップを

行う小学生の子どもたちとともに制作作品の展示及び点

火を行い、モノづくりを通した地域コミュニケーション

を学びました。

この公募展は、新潟における優れた伝統工芸の保存と発展を目的と

して新潟県内の工芸作品を一般公募した展覧会です。昨年に引き続

き学生が受賞しました。

奨励賞　宝田 純佳　朱銅花器「再生」（4年次作品）

第 56回長岡市美術展覧会工芸部門で新潟日報美術振興賞を受賞し、

工芸部門・彫刻部門で多くの学生が入選しました。

工芸部門 新潟日報美術振興賞 小川 彩香「寒露」（ 3年次作品）（写真）

 入選 坂木 杏未香「白昼夢」（ 4年次作品）

  宮越 華香「燈」（ 3年次作品）

彫刻部門 入選 大平 奈美「革命」 小池 明璃「前向き」

  半田 颯音「Hustéra」 半田 颯音「Epicharis」

  堀内 はるか「静けき姿の」 村山 文佳「河馬」

第 72回新潟県美術展覧会 工芸部門で新潟県文化振興財団賞を受賞、

彫刻部門で入選しました。

工芸部門  新潟県文化振興財団賞　椿 竜之介 「body」（写真）（修士 2年）

彫刻部門  入選　吉川 裕俊 「かたらい」（修士 1年）

長岡中心市街地の施設や店舗などに作品を展示する「ヤングアート

長岡」でアートプロジェクトを行いました。参加者に不要になった

廃ビンを持参してもらい、円周率の数字を順番にデザインし描きま

す。そしてさらにもう一度再加熱して普段使いのコップにアップサ

イクルし、順番に並べていくアートプロジェクトです。たくさんの

子どもや保護者が参加し、環境啓発や地域交流となるコミュニケー

ションが生まれました。

第 57 回日本クラフト展で入選（学生部門）

地元酒造メーカーからの廃ガラス瓶を再利用した制作プロジェクト
第 12 回新潟県伝統工芸展で奨励賞を受賞

第 72 回新潟県美術展覧会で受賞・入選

第 56 回長岡市美術展覧会

工芸部門・彫刻部門で受賞・入選

ガラス廃ビンを使用したアートプロジェクト

「ｐプロジェクト」

学生の活動
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伊藤 殊文（鍛金）
「Vital」－鍛金技法による「生命」を表現した作品制作 –

泉 香織（ガラス）
「向かい風に立って」－ガラス積層技法と研磨による造形表現の研究－

桑原 有里佳（彫金）
「銀雪」－色金を用いた装身具の制作－

藻寄 理子（ガラス）
「時季を刻む」－ガラス素材における和菓子の表現技法－

松栄 美海（彫刻）
「たしかなこと」－身体的な関わりと関わりの中で生まれる表現についての研究－

多田 夏樹（絵画）
「2階　トイレ」
－作者と作品と鑑賞者における変容する意味形成について－

川橋 健人（彫刻）
「Shed」－木彫による自己との向き合い方の表現－

石松 瑞幾（鋳金）
「handle zoo」－鋳金技法によるドアウェアの制作－

平山 梓（鍛金）
「心文様のリース」－金属線による文様の立体表現－

卒業研究
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美術・工芸学科の卒業生は、

様々なフィールドで活躍しています。
※卒業学科名は卒業当時の学科名と括弧内に現在の学科に相当する科名を記載しています。

  現在の仕事内容

主に、金鎚を使ってコップに鎚目模様を入
れる仕事をしています。専用の治具を使っ
て、打つ商品の形に合わせて金鎚をかえ、
均等にリズミカルに鎚目を打っていきます。
その他に、着色やデザイン提案・図面起こ
し、サンプル制作をしています。

  現在の仕事内容

絵画の制作を行い、定期的に個展を開催し
ています。個展では作品の販売もします。
他に、依頼のあった絵を制作することもあ
ります。（お子様の絵や、本の挿絵など）

  現在の仕事内容

私は株式会社ケイ・ウノでクラフトマンと
して加工全般の経験を積み、現在では新作
ジュエリー商品の商品開発を行っていま
す。新作商品のデザイン立案からその加工
性や構造を考え、量産の効率化を図り製品
を作っていきます。
また、多くのクラフトマンが加工し易いよ
うに加工方法を書面化し伝達してゆきます。

  仕事のやりがい

嬉しかったことは、自分が打ったものが、
着色・色止めされて完成したのを見たとき
です。
やりがいを感じることは、決められた範囲
内で自分らしさや会社の特色・強みをどう
デザインに盛り込むか、それを消費者が受
け入れて買ってもらえるかを試行錯誤して
いるときです。それと、新しいことにチャ
レンジしているときです。

  仕事のやりがい

黙々と制作を行い、いざ個展の会場に作品
がずらっと並んだとき、満ち足りた気持ち
になります。そして、展示にお越し頂いた
方からの言葉（良いことでも悪いことでも）
を聞いて、その後の制作の糧にしています。
何より嬉しいのは、私の描いた絵を欲しい
と言って買ってくださる方がいることです。

  仕事のやりがい

一つのプロジェクトで、2,000万円を超え
るジュエリーの製作に携わることができま
した。その功績を評価され、社内で敢闘賞
をいただくことができました。
数多くの部署とのやり取りを通じて、新た
な仕事のやり方を経験でき、今の業務にも
繋がっています。

鈴木 絵利香   Erika Suzuki

新光金属株式会社
出身学校：群馬県立伊勢崎高等学校
卒業学科：ものデザイン学科（現在：美術・工芸学科） 2012年卒業

星  奈緒   Nao Hoshi

画家

出身学校：新潟県立小出高等学校
卒業学科：美術・工芸学科 2012 年卒業

横田  純一   Junichi Yokota

株式会社  ケイ・ウノ
出身学校：群馬県立前橋南高等学校
卒業学科：大学院造形研究科 美術・工芸領域 2010年修了

1.  純銅手打ち鎚目ぐい呑み　
お酒の味をまろやかにし
てくれます。

2. 純銅手打ち鎚目焼酎カッ
プ　氷を入れただけで、
瞬時にカップ全体に冷た
さが広がります。

3. 縦目急須・茶筒　銅の茶
筒は湿気を防ぎ、お茶の
風味を保ちます。

1. 横浜のギャラリーでの個展　
2. 新潟市のギャラリーでの個展

1, 2, 3.
新作商品のうち、メンズジュエ
リーとして私の携わった新商品。
4, 5.
ケイ・ウノの新商品、オリジナ
ル商品の開発に携わった商品。

1

2 3

1 2

1
2 4
3 5

卒業後は . . .
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人々を取り巻く

“空間”の

デザインを学ぶ

建築・環境デザイン学科
Architecture and Environmental Design

［対象となる主な分野］ 建築

都市計画・まちづくり

インテリアデザイン

ディスプレイデザイン

ランドスケープデザイン

文化財建造物保存
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建築・環境デザイン学科は、

建築、都市計画・まちづくり、インテリアデザイン、

ディスプレイデザイン、ランドスケープデザイン、

文化財建造物保存を学ぶ学科です。

学べる分野

建築
住宅や公共施設、店舗や大規模な商業施設など、様々な建築物のデザインや
意匠、建築計画、構造計画について学びます。建築と環境を学べる学科とい
う特性を活かし、建物単体で捉えるのではなく、周辺環境を見極め、ランド
スケープデザインまで含めた「環境建築」を考えます。

ディスプレイデザイン
ディスプレイの目的は「情報をいかに伝達するか」。ショーウィ
ンドウや博物館などに対象物を置く際の、効果的な配置や照明
法などを学びます。考えをコンセプトに落とし込み、プレゼン
テーションする力を実践的に養います。

都市計画・まちづくり
現存する都市やまちを良くしたり、空洞化が進むまちに人を集め、賑わいを
取り戻すための方法を学びます。一方、地震国日本にとって重要な都市防災
もテーマです。逃げ込む場所となる防災公園を地域の活性化に活かすなど、
ハード、ソフト両面の学びを深めます。

ランドスケープデザイン
建物と敷地の関係性を考えながらデザインすることを学びます。ベースにな
るのは、樹木や草、石、鳥や虫、生態系と自然を形成するものへの理解。キャ
ンパス内にある、「自然風景式庭園」やビオトープをはじめ、信濃川や近隣
の里山など、身近にあふれる豊かな自然は教材です。土地の性格を読み解き
ながら、コンセプトを組み立てます。ランドスケープの学びは、風景をデザ
インすることであり、建築デザインの幅や奥行きを広げるものです。

インテリアデザイン
住宅やオフィスのようなプライベートインテリアから、商業施
設や文化施設のようなパブリックインテリアまで、幅広く学び
ます。考えをコンセプトに落とし込み、プレゼンテーションす
る力を実践的に養います。

文化財建造物保存
歴史的な建物の保存や活用について学んで行きます。まちなかにたたずむ建
物などを調査して、価値を判断して文化財指定へ導きますが、対象は身近に
ある築 50年を経た民家、町家、洋館にも及びます。歴史的建造物の修理現
場を見学するとともに、実際の建物を調査し、改修案を考えます。古民家の
再生、リノベーション、歴史的な町並みの保存・活用など領域は広く、まち
づくりやインテリアデザインなど、他分野と連動させた学び方もできます。
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学生たちが様々な賞に恵まれるのは、

まず徹底的にデザインに比重を置い

ているからです。

エキサイティングな演習により、

建築・環境における

美しいデザイン、斬新なデザイン、

伝統的なデザインを学びます。

全学科共通の「基礎造形実習」を土台とし、手描きの製図、

CADの製図を修得し、設計演習に応用します。1年次が

終わる頃には、プロも驚くような設計表現を身に付ける

ことができます。

1 年次の後期から 2 年次の後期までで、全員が、建築・

インテリア・都市計画・ランドスケープ・文化財建造物

の具体的な設計課題を経験します。その結果、いろいろ

な環境空間を自分たちで考えられるようになり、プレゼ

ンテーション力も向上し、自信がつきます。

3年次からは、「建築・インテリアコース」と「環境計画・

保存コース」に分かれ、よりレベルアップした分析力、

設計力、論考力を身に付けます。

どちらのコースに進んでも、所定の単位を取れば一級建

築士受験資格が得られます。

専門教育の流れ

建築・環境
デザイン学科

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期・後期
教養科目 スポーツ

英語中級Ⅰ
英語中上級Ⅰ
英語オーラルコミュニケーションⅠ
英語オーラルコミュニケーションⅢ
英語オーラルコミュニケーションⅤ
英語オーラルコミュニケーションⅦ
論理学
統計学

保健体育講義
英語中級Ⅱ
英語中上級Ⅱ
英語オーラルコミュニケーションⅡ
英語オーラルコミュニケーションⅣ
英語オーラルコミュニケーションⅥ
英語オーラルコミュニケーションⅧ
情報リテラシー
基礎ゼミ

社会心理学
日本文化論
英語上級Ⅰ
現代社会論
社会起業

美術論
文化人類学
環境と社会
法学（日本国憲法）
地域文化論
科学技術論
英語上級Ⅱ
キャリア計画実習Ⅰ キャリア計画実習Ⅱ

哲学

専門教育科目
［学部共通］

基礎造形実習Ⅰ（描写）
基礎造形実習Ⅰ（造形）
基礎造形実習Ⅰ（素形材）
基礎造形実習Ⅰ（デザイン）
基礎造形実習Ⅰ（複合造形）
デザイン概論

日本美術史
プロダクトデザイン概論
視覚デザイン概論

色彩学

西洋美術史
形態デザイン論
美術・工芸概論
人間工学

プロダクト A
視覚 A
美術・工芸 A
建築・環境 A

現代芸術論
メディア概論
プロダクトデザイン特別講義
視覚デザイン特別講義
都市論
インテリア
空間安全論
文化財学概論
緑地環境計画

地域協創演習 A
インターンシップ A
ボランティア実習 A

プロダクト B
視覚 B
美術・工芸 B
建築・環境 B

美術解剖学
美術・工芸特別講義
商品記号論
ユーザインタフェースデザイン論
マーケティング論
広告論
都市デザイン
居住論
建築史 

地域協創演習 B
インターンシップ B
ボランティア実習 B

デザイン感性工学
サインデザイン論
パッケージデザイン演習
博物館概論

地域協創演習 C

デザインマネジメント
知的財産権論
機構学
スノープラン

地域協創演習 D

建築・環境
デザイン学科
科目

基礎数学
製図実習
建築・環境コンピュータ基礎演習

基礎造形実習Ⅱ（描写）
基礎造形実習Ⅱ（造形）
基礎造形実習Ⅱ（素形材）
基礎造形実習Ⅱ（デザイン）
建築・環境デザイン概論
建築・環境デザイン演習Ⅰ
建築構法
建築・環境 CAD 実習

建築・環境デザイン演習Ⅱ
建築材料実験
建築環境工学
建築計画Ⅰ
建築・環境 CG 実習Ⅰ
都市計画
測量学実習
住宅リフォーム論

建築・環境デザイン演習Ⅲ
構造力学Ⅰ
建築材料
建築構造
建築計画Ⅱ
緑地環境設計
建築・環境 CG 実習Ⅱ
建築・環境デザイン特別講義

構造力学Ⅱ
建築設備
建築設計
エコロジカルプランニング
建築法規
建築・インテリア演習Ⅰ
環境計画・保存演習Ⅰ
ゼミⅠ

建築施工
コミュニティデザイン
建築・インテリア演習Ⅱ
環境計画・保存演習Ⅱ
ゼミⅡ

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
（通年）

クロス実習

学科系

地域・社会
連携系

授業内容

米田  陽向　H i n a t a  Yo n e d a

建築・環境デザイン学科 4年
出身学校：兵庫県立北須磨高等学校（兵庫県）

環境計画・保存演習Ⅰ 建築・インテリア演習Ⅰ

博物館の展示企画を提案するという課題です。
この課題では展示内容の提案から展示空間の提
案まで行いました。私の作品は「ことばの世界
－導かれるままシェイクスピアが残した名言を
探す旅へ－」と題し、シェイクスピアの名言を
展示する展示会としました。この展示会のコン
セプトは「本の中の世界」です。2m～ 4mの

大小様々な大きさの本で空間を仕切り、シェイ
クスピアらしい独特な世界観をデザインしまし
た。特にこだわったのは本に載せる内容まで考
えたことです。企画の提案から空間設計までを
行うのは大変苦労しましたが、課題を提出した
時の達成感は今まで感じたものの中で一番大き
いものでした。

萩原  奈緒　N a o  H a g i w a r a

建築・環境デザイン学科 4年
出身学校：群馬県立前橋女子高等学校（群馬県）

この授業は、都市計画コースと文化財建造物
保存コースに分かれ、それぞれの課題を行い
ます。
文化財建造物保存コースは文化財建造物におい
ての新たな今後の活用方法を考え、それぞれの
建築物に適した最善の耐震補強を考えます。
日本には世界に負けない素晴らしい技術を用い
た建築物が多く残っています。これらをより良
い状態で後世に残していくための知識や方法を
文化財コースでは学ぶことができます。
建物の魅力を自分なりに考察し、その魅力を
より多くの人に知ってもらうためにはどのよ
うな設計をするべきか、考えることがとても
楽しい演習です。
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旧三島町の古い街道約 800mに、竹灯籠や竹と布を使っ

た立体造形、廃ガラスを使った行灯などを展示し、古い

街並みと竹あかりが調和した幻想的な光景を作り出し、

長岡市を代表するイベントとして発展してきました。

地域協創演習の授業に加えボランティアも多数参加し、

地元の人々と協働で行っています。企画から竹の伐採、

制作、運営まで、一つのイベントを総合的に学修する場

ともなっています。

ハワイ大学建築学部との交流で、2017年に 6名、2018

年にも 5名のハワイ大学の学生が来学し、NIDの学生と

Peace Memorialをテーマに共同で作品を制作しました。

その後、NIDの学生もホノルルに行き、同様の制作をし

ました。ハワイ大学の引率教員シェラルタ准教授による

興味深い講演もありました。

醸造の町で、空襲から焼け残った長岡市の摂田屋地区の

町おこしプロジェクトです。

醸造関係の蔵と住宅が混在する地区で、観光ポテンシャ

ルがあるのですが知名度はあまり高くありません。そこ

で、国登録有形文化財 7棟を中心に、日本酒・醤油・味

噌などを製造・販売する蔵や歴史的空間を観光客が周遊

する仕組みを提案し、様々な企画を実施しました。

東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて 2017年 5月

～ 6月に開催された、第 22回 R&R建築再生展に、長

岡造形大学の卒業作品を展示しました。その他にも日本

建築学会・近代建築誌・レモン画翠などが主催する卒業

作品展にも出展しています。また日本建築家協会卒研コ

ンクールでは多くの学生作品が受賞しています。

越後みしま竹あかり街道

ハワイ大学建築学部との交流活動 摂田屋プロジェクト

建築再生展に出展

学生の活動
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菊池 幹太
「民家における煙出（櫓）」
世界遺産の構成資産である、近代養蚕農家建築の田島弥平旧宅や高山社跡に
はある換気装置の煙出（櫓）が、同じく養蚕農家であった祖父の家には無い
ことに、嫉妬心や好奇心を刺激されて始めた研究。かつて文化庁によって行
われた民家緊急調査等の資料を基に、3,700件以上の民家で煙出（櫓）の有無
や、数、位置、下部装置との関係、養蚕との関係等を集計した。そうして得
られたデータベースから煙出（櫓）の地域ごとの傾向や、東日本と西日本で
の利用目的の差異等を考察した。

新井 里奈　
「死の向こう」　– 名を喪った六合村に、墓苑を通した巡礼を –
死の「存在」とは、どうあるべきなのだろう。目には見えないけれど、確かに此処に存在しているもの。動
作や現象を元に生み出される墓苑に、物体的な「かたち」はほぼ存在しない。そこにあるのは、「風景」、
ほんとうの慈しみや弔いといった、「行為」である。
加えて、「弔い」を社会化することによって、永く想われ続ける場を提案できないだろうか。「死を通し己
の生を思惟する場」名を喪った六合にのこる、六つの大字に、墓苑を点在させ、村を死によって結びつける。
六つの墓苑を通し、心にのこる少しの不思議さが、「生きる」を考える、そのきっかけとなることを祈って。

梶村 星貴
「そこは偽りの窓にあらず – 広島県呉市における日系ブラジル人の分かち合いの集落」 – 地形に寄り添う場のあり方について –
広島県呉市広。ここは明治時代に優良農村として最初に表彰された有名な農村地帯だった。しかし、海軍工廠の誘致により、その田園的性格は失われ、街は工業
化されてきた。広はその農村として独自の都市計画また「広市」としての独立も視野に入れてきたが、街全体の反対運動も虚しく呉市に合併させられた。その広
の街中におけるある掘削地。そこは、戦時中部落が存在し人々が押し込められてきた土地である。今はもう、その跡形もなく地肌がむき出しのまま。今現在、広
は工業に従事する外国人労働者が多数存在するものの、彼らと街の人との関わりは乏しい。そのような掘削地に対して、かつての田園風景を取り戻し、そこに人々
がどのように集い、植物と人、人と人が関わり合いを持つことができるかを主題におく。具体的なプログラムとして、温室、教会、居住、コミュニティ施設である。
建築の形態は地形に寄り添い展開していき、あちらこちらに様々な植物が介入してくる場を設けていく。

大島 世礼菜
「凍み渡り – 現象学に基づく、越後妻有の雪象。雪国と子どもとあそび空間の在り方 」 – 雪のあそび場の造形研究と、それによる新潟県津南町の地域おこし –
新潟県津南町。しんしんと降る雪のなか、わたしは育った。一面の白。このうつくしい景色が、どこまでも続くのだと思っていた。対して、現代の都会の子どもたちは、
人工物だらけの街でゲームに熱中している。あのころ、わたしは毎日のように外で遊んでいた。雪は最高の遊び相手だった。わたしは考えた。津南に、子どもた
ちが遊べる「雪の場」をつくろう、と。そして、それは津南の地域おこしになる、と。「ゆきんどう」＋ 107 個の「雪の場」。107 の「雪の場」は、わたしのおじ
いちゃんの家の近く、いつも遊んでいた川岸のむこう、小学校の通学路のそば…たくさんの思い出とともに津南の町中に散りばめた。

髙坂 麗奈
「七日町通り周辺環境の研究と今後の空間の検討」
かつてシャッター商店街だった福島県会津若松市の「七日町通り」は、現在は歴史的街並みが特徴の観光地になって
いる。シャッター商店街が復活するのは全国的にも稀で、地元出身者として興味を抱くと同時に、観光整備に重点を
置くことが地域住人にとって本当にメリットばかりなのかと疑問を抱いた。現状を確かめるために今までのまちの人
たちの取り組みを調査し、成果と課題点を明確にさせた上で、今後のまちづくりはどうあるべきかを考察した。

卒業研究
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  現在の仕事内容

模型や CAD、CG での検討、プレゼン資
料の制作、法規チェック、各種申請など、
建築の設計で必要となる業務の全てを行い
ます。現在は美術館や博物館、オフィスビ
ルのプロジェクトに携わっています。

  現在の仕事内容

新発田地域振興局の管内である新発田市、
聖籠町、胎内市における河川の維持管理、
洪水の調節等を行う課に配属されています。
平常時は、河川管理施設補修の工事の積算・
発注と監督業務を行っています。また、大
雨が降っているときには洪水の予想、各河
川管理施設への調節指示を行っています。

  現在の仕事内容

建築営業を担当しており、官庁や民間のお
客様訪問を行い、デザインから設計施工の
提案営業に取り組んでおります。

  仕事のやりがい

自分で描いた図面が実際に形となり、人々
が利用している様子を観たときは感動し、
やりがいを感じます。また、他の設計事務
所ではできないプロジェクトであることも、
日々のモチベーションに繋がっています。

  仕事のやりがい

河川管理施設等の補修工事を発注する時に、
限られた予算の中でより良い設計をするこ
とができた時や、洪水調節が完了したとき
に洪水の被害を必要最低限に防ぐことがで
きたときには喜びを感じます。
また、地域にお住まいの方の要望を実現で
きることは大きなやりがいです。

  仕事のやりがい

まだまだ未熟ですが、お客様のご要望に
対して応えられた時や、喜んで頂けたとき、
一緒に働く仲間から頼られたりすることに
やりがいを感じます。

今井 博康   Hiroyasu Imai

隈研吾建築都市設計事務所
出身学校：新潟県立新潟工業高等学校
卒業学科：建築・環境デザイン学科 2015年卒業

長沼  拓   Taku Naganuma

新潟県 新発田地域振興局 地域整備部
出身学校：新潟県立加茂農林高等学校
卒業学科：建築・環境デザイン学科 2011 年卒業

西澤  由佳里   Yukari Nishizawa

小柳建設株式会社
出身学校：新潟県立加茂高等学校
卒業学科：建築・環境デザイン学科 2014年卒業

1. 南三陸歌津地区　観光交
流拠点　パース 1

2. 南三陸歌津地区　観光交
流拠点　パース２

3. 明治神宮鎮座百年記念　
宝物展示施設　パース 1

4. 明治神宮鎮座百年記念　
宝物展示施設　パース 2

「画像提供：隈研吾建築都市設計事務所｣

1. 受注者との打合せ
2. 橋梁の下に高所作業車を
設置し、健全な状況であ
るか確認を行っています。

当社で設計施工提案をしてい
る工場のひとつ

建築・環境デザイン学科の卒業生は、

様々なフィールドで活躍しています。
※卒業学科名は卒業当時の学科名と括弧内に現在の学科に相当する科名を記載しています。

1 2

2
3

4

1

卒業後は . . .



62 63

キャンパスライフ レポート   その 2

Campus Life

坂本 ひかり   Hikari Sakamoto

学　　科：プロダクトデザイン学科3年
出身学校：熊本県立第二高等学校
サークル：演劇部 平成ぽこ

アルバイト

  
短期バイトを時々、大学主催のイベントスタッフ

将来の目標

  
仕事が楽しくなる職場環境をつくりたいなぁ（^_^）

嵯峨 雄介   Yusuke Saga

学　　科：視覚デザイン学科4年
出身学校：岩手県立不来方高等学校
サークル：無所属

アルバイト

  
映画館スタッフ

将来の目標

  
株式会社 INEIのコンセプトアーティスト

肥後の国（熊本）から
はるばる新潟にやってきました。
やりたいことをやりながら
楽しく生きています。
映画と北欧家具が好き。

好きなもの：納豆（なめ茸とホウレン草を入れたものが特に好き、最近はセブンの納豆にはまっています）
嫌いなもの：吹雪と大雪
初めまして、嵯峨雄介と言います。
得意分野は描写表現です。なんだかんだで月々の書籍代が１万円を超えることが多いです。
今年の抱負は手を早くする（短い時間で絵をかけるようになる）ことです。

課題作品「壁面掲示のRe：DESIGN」

平日 休日
6

12

18

24

6

12

18

24

起床

制作等

買い物、夕飯、洗濯

起床

課題等

バイト
就寝

就寝

1ヶ月の収支

収入

支出

計

計

奨学金　　51000円
仕送り　　60000円
バイト代　30000円

133000円

光熱費　5000円
水道　　3000円
通信費　3000円
食費　　25000円
画材、印刷代　1~20000円
書籍代　1~20000円
その他　10000円
家賃　　47000円

141000円

Q. 学費以外にかかる教材費は？（年間） Q. アルバイトをしていますか？

アルバイトを
していない
38.7%

継続的なアルバイトを
している
50.3%

単発のアルバイトを
している
10.9%

お金の
ことについて

アルバイトの
ことについて

キャンパスライフ レポート   その 1

データで
見る

学生生活

Q. アルバイトは週平均何日していますか？

Q. 家賃の相場は？（共益費、管理費、駐車場代等を含む）
1日

2日

3日

4日

5日

6日以上

3万円未満

3万円～ 4万円未満

4万円～ 5万円未満

5万円～ 6万円未満

6万円以上

2万円未満

2万円～ 4万円未満

4万円～ 6万円未満

6万円～ 8万円未満

8万円～ 10万円未満

10万円以上

38.3%

35.0%

41.5%

10.5%

4.7%

24.6%

32.3%

40.4%

19.6%

14.7%

16.1%

6.8%

3.5%

3.8%

4.5%

2.9%

0.6%

（2016年 10月 学生生活実態調査より）
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キャンパスライフ レポート   その 3 キャンパスライフ レポート   その 4

大関 慎太郎   Shintaro Oseki

学　　科：美術・工芸学科3年
出身学校：新潟県立見附高等学校
サークル：NID総合音楽会

将来の目標

  
美術の非常勤講師等で教師をしつつ、
自主作品を発表して生活すること

砂長 玲南   Reina Sunaga

学　　科：建築・環境デザイン学科2年
出身学校：群馬県立渋川女子高等学校
サークル：サッカー・フットサルサークル
 arc.［建築］
 COSMONAUT［天文］

アルバイト

  
大学イベントスタッフ
家庭教師

絵画をメインとして表現方法について学んでいます。
KAWSやウォーホル等のポップアートを好み、３DCG

を用いたキャラクター制作等を行っています。
また、音楽活動を行っており、作曲や映像制作、CDジャ
ケットやフライヤー等のアートワークの仕事もしています。

私は今、建築・環境デザイン学科で建築について学んでいます。
入学時から今日までに、デザインや造形、建築の基礎を学ぶことができました。
NIDは他学科の友達や先輩、後輩、先生方などの距離がとても近く、アットホームな
大学なので自分のやりたいことを周りの方 と々切磋琢磨して勉強できる良い環境があります。
2 年生もこれからがんばっていきたいと思います。

将来の目標

  
建築士

Campus Life  データで見る学生生活

Q. 学生団体（部・サークル）に入っていますか？ Q. 主な通学手段は？

Q. 通学の所要時間は？

部・サークルの
ことについて

通学の
ことについて

Yes

No

学生団体（部・サークル）の種類については 66ページへ

いいえ
35.6%

はい
64.4%

徒歩

自転車

オートバイ
スクーター

自家用車

路線バス

高速バス

在来線

新幹線

30分未満

30分～ 60分未満

60分～ 90分未満

90分以上

21.2%

0.5%

11.9%

0.9%

0.5%

6.3%

5.9%

85.8%

4.0%

4.3%

0.9%

57.8%
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美術サークル
作品の制作活動をしています。内容は人
によって絵画、立体、PCを使った作品
など様々です。サークル内での活動を通
して周りから刺激を受けることで、一層
良い作品の制作を目指しています。

演劇部平成ぽこ
演劇部には役者以外にも演出・脚本・音
響・照明・広報など、様々な役割があり
ます！映像を使った演出をしたり、創作
脚本を制作したりと、新たな挑戦を続け
ています。

バドミントン部
アットホームな雰囲気で、初心者から経
験者まで楽しく活動しています。大会を
目指して練習し、昨年は表彰された部員
もいます。少しでも気になったら、バド
ミントン部を覗きにきてください。

サッカー・フットサルサークル
サッカー経験者はもちろん、初心者も一
緒にサッカー・フットサルをしています。
スポーツ好きな人サッカー好きな人、初
心者も経験者も大歓迎です !!

紙漉きサークル
小国和紙生産組合のご協力のもと、本格
的な和紙を制作することができます。大
学祭での展示および小物販売や小国での
合宿など、イベントも盛りだくさんです。
和紙に興味のある方は大歓迎です！

No Wall Digger［ダンス］
ダンス・DJ・アカペラをはじめとする
様々なジャンルのエンターテイナー集
団です。活動をのぞきに来てみてくださ
い！新しいジャンルも大募集、メンバー
のほとんどがゼロからのスタートです。

arc.［建築］
arc.（アーク）は、建築サークルです。
“GLOCAL × ARCHITECTURE ×
FUN” をコンセプトに学生交流、地域交
流などの幅広い視野でのデザインの良さ
を発信していく活動を行っています。

排球サークル［バレーボール］
土日を中心に活動しています。レシーブ
やサーブなどの基本的な練習から、紅白
戦や他大学との合同練習なども行います。
やる気のある方、楽しくバレーをしたい
方、一緒に青春の汗を流しましょう！

COSMONAUT［天文］
天気のいい日に仲間とぼんやり星を眺め
ませんか？海や山に星を見に行く学外活
動もあります。詳しくなくても、星を眺
めることが好きな人、星の写真を撮って
みたい人など大歓迎です。

NIDサイクリングサークル
自転車の種類を問わず、みんなで楽し
くサイクリングしよう！っていうゆる～
いサークルです。自転車を趣味にしてい
る人、自転車が好きな人なら入るしかな
い！自転車に乗って風を感じよう！

卒業アルバム編集委員会
自分たちで卒業アルバムを制作していま
す。デザイン、撮影を一から行い、アル
バムとして形に残すのは、とてもうれし
い思い出になります。また、みんなでカ
メラの技術を勉強したり撮影に出かけた
り、キャンプや BBQなども行います。

器
き

皿
ざら

工
こう

房
ぼう

［陶芸］
お皿、小物、置物、何でも作る陶芸サー
クルです。大学祭などで展示・販売を行っ
ています。「陶芸に興味がある」「体験し
てみたい」という初心者の方も大歓迎で
す。自由に陶芸を楽しみましょう！

DREAM SCREEN［デジタル作品］
デジタル作品の制作・講評をしていま
す。作品は毎月学内で展示を行っていま
す。大学に入ってから、初めてペンタブ
を使う人も多く所属していますので初心
者・経験者関係なく部員募集中です！

バスケットボールサークル
「楽しむ」をモットーに、週 2回 NID ホー
ルで活動しています。経験者だけを求
めているわけではなく初心者も大歓迎で
す！ 優しく個性的な先輩がみなさんを
待っています。一緒に充実した大学生活
を送りましょう！

STRAY CHILDREN［映像］
映像制作を自由参加で行っているサーク
ルです。絵コンテ、撮影、編集作業をし
ています。初心者も先輩の補助に入りな
がら学んでいくことができます。とにか
く映画が大好きという方、大募集です。

バレーボールサークル
毎週金曜日に日頃の疲れ、ストレスを発
散しませんか。楽しむことを目的に、未
経験者中心にワイワイ活動しています。
のほほんとしたバレーがしたい人大歓迎
です。

NID総合音楽会［軽音楽］
バンド活動を中心に、大学祭やイベント
などに参加します。初心者から経験者ま
で音楽が好きな人なら大歓迎！ 愉快な
先輩たちと一緒に大学生活を充実させた
いと思うなら迷わず “ 総音 ” へ！

学生会
学生の充実したキャンパスライフ創造の
ため、日々活動しています。行事や企
画を一から “ 作り上げる ” ことは大変で
すが、成し遂げたときの充実感と喜びは、
何にも変えることができません。ぜひ私
たちと大学をデザインしませんか？

クリエイトクラブ［マンガ］
週 1回、アナログ・デジタルでイラスト
やマンガを描いています。年 2回、部誌
を発行して新潟県内のイベントで配布し
ています。アットホームな部活です。

輪
わ

太
だい

鼓
こ

衆
しゅう

転
てん

太
て

鼓
こ

舞
まい

［和太鼓］
「輪になって太鼓を叩こう！」をコンセ
プトに日々練習に打ち込んでいます。新
潟県内各地のイベントやお祭りに参加し
ています。「ちょいさ！」というかけ声
とともに楽しく太鼓を叩きましょう。

吹奏楽部 甘
かん

楽
ら

［吹奏楽］
吹奏楽好きの学生が集まっています。全
員での演奏の他にアンサンブルでの演奏
も行っています。他大学の学生との合同
演奏も楽しむことができます。ゆる～い
雰囲気なので、初心者の方も歓迎です。

大学祭実行委員会
大学祭の企画運営をする委員会です。学
生はもちろん、ご来場の方々や地域のみ
なさんにも楽しんでいただけるような大
学祭をつくることが目標です。先輩から
いろいろな技術が学べます。一緒に大学
祭をデザインしましょう！

merceria［手芸］
制作した作品の学内展示、フリーマー
ケットへの参加、雑貨販売などを行って
います。手芸が好き、ものづくりが好き
という方であれば、まったりとした雰囲
気で楽しく制作活動してみませんか？

N.T.C（長岡トランスポーテーションクラブ）
N.T.Cでは、乗り物のデザインに興味の
ある学生が集まり、日々カースケッチや
クレイモデルの制作に励んでいます。他
にも車のイベントに足を運んだり、モビ
リティーを制作したりしています。

学生団体（部・サークルなど）

クラブハウスの中に部室があります。
ミーティングやおしゃべりをするなど、
サークル活動の中心です。

部室以外に防音スタジオもあります。
時間やお金を気にせず思う存分
バンド活動ができます。

クラブハウス
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 原信（スーパーマーケット）

第3アトリエ棟

大学院棟

アトリエ棟

講義棟

第2アトリエ棟

図書館
本部棟

NIDホール

新潟県立近代美術館

蓮潟交差点

長岡リリックホール

ホテル
リバーイン

長岡 IC→

東京→

←新潟

ハイブ長岡

長岡大橋

大手大橋

長生橋

信濃川

長岡駅

リバーサイド千秋

長岡赤十字病院

新潟県立近代美術館

緑豊かな千秋が原ふるさとの森に位置する美術館。四
季折々の自然の中でゆったりとアートにふれることが
できる美術館です。

長岡リリックホール

コンサートホールとシアター、10室の練習スタジオを
備えた芸術・文化の拠点。地域に根付いた文化活動の「創
造の場」「発表の場」として、長岡の特性を生かしたさ
まざまなイベントが開催されています。

リバーサイド千秋

リバーサイド千秋・アピタ長岡店と 120余りの専門店
からなる大型ショッピングセンター。長岡市役所のサー
ビスセンターや郵便局など、暮らしに役立つ施設も多数。

Campus
N I D

NID の
周辺施設
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402プロダクトデザインアトリエ
ウェア、バッグ、帽子など、主にファッション関係を
学ぶ学生たちの製作の場として利用されている。

撮影スタジオ
背景紙、スカイライト用昇降バトン、大型照明機材、
コンピュータ（Mac）、プリンタ、デジタル一眼、中判
デジタルカメラ、ビデオカメラ等を完備。

捺
なっ

染
せん

工房
布に型版を用いて色糊（糊に染料を加えたもの）で連
続模様を染めつける専用の工房。幅 1.3m×長さ 9mの
捺染台 2基を完備。

建築・環境デザインアトリエ
建築・環境デザイン学科の学生の制作スペース。アト
リエ中央の木造螺旋階段は支柱がない構造で、本学卒
業生が設計。

ギャラリー
授業作品やサークル等の作品展示空間。普段はテーブ
ルやイス、ピアノが設置され、学生の休憩スペースと
しても使用される。

デッサン室
新入生はここから学びをスタートする。主に基礎造形
実習で使用。天井を高くすることにより、空間に広が
りを持たせ、また壁面に沿って展示用レールも配置さ
れている。

レストラン
2層吹き抜けで、開放感あふれるレストラン。庭園か
ら東山の景観をスクリーンのように見せる全面ガラス
張り壁面が、景色の美しさを一層引き立てる。

図書館
デザイン・アート関連図書を中心に蔵書数約 73,000
冊。また、AVブースも設置。

1年生アトリエ
主に基礎造形実習で使用される 1年生専用のアトリ
エ。授業時間以外でも利用でき、1年生同士の情報交
換の場としても活用されている。

NIDホール
テニスコートあるいはバスケットボールコート 1面が
取れる広さを持ち、サークル活動や各種イベントなど
で使用される。

映像編集室
コンピュータ（Mac）、アニメーションスタンド、オー
ディオ機器を配置し、映像作品の制作・編集や映像上
映で使用する。

彫刻アトリエ
主に塑造と木彫を専門的に学べる設備と道具が充実。
大型作品の制作にも対応できるほか、様々な表現方法
に合わせ、柔軟に対応できる空間が用意されている。

ガラス工房
ガラス工芸で必要な宙吹き・キルンワーク・ランプワー
ク・コールドワーク等の機材を完備。

彫金工房
彫金やジュエリー制作を行うための作業環境と幅広い
機器・工具類を完備。また伝統的な鍍

めっ
金
き
を行うための

金
きん
銷
けし
装置も備えている。

鋳
ちゅう

金
きん

鋳
ちゅう

造
ぞう

工房
石膏の型に熔かした金属を流し込んで形をつくる「鋳
金」の専用工房。100kg可傾式熔解炉やガス窯炉、ホ
イストクレーン等を完備。

鍛
たん

金
きん

・鎚
つい

起
き

工房
金属をたたき延ばして成形する「鍛金」の専用工房。
80種類以上の当て金や、熱加工のためのガスバーナー
台等を完備。

コレクションのように集められた名作家具や、
四季折々の表情を見せるランドスケープは
学生たちの創作意欲を常に刺激します。

キャンパス紹介
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e-campus
  e-campusは、学内から無線 LANであらゆる情報へアクセスで
き、学生同士はもちろん、先生とも積極的なコミュニケーショ
ンがとれます。

• 学生全員にソフトの無償提供
Adobe社の Adobe Creative Cloud （Illustrator, Photoshop等）、Mi-
crosoft社のMS Office （Word, Excel等）、ウィルスチェックソフ
トを学生が無償で使用できるように提供しています。電子メールも、

大学ドメインのメールアドレスを貸与します。

• 学内のほぼ全域から無線 LAN で
インターネットに接続可能

ノートパソコンやスマートフォン等の携帯端末から、学内のど
こにいてもインターネットで情報を得ることができます。

• キャンパスライフに必要な情報源は
学生用ポータルサイト「パレット」

大学からの連絡事項や講義内容、授業変更など、キャンパスライ

フに必要な情報を集約したポータルサイトが「パレット」。課題の

提出や資料のダウンロード、個人スケジュールの管理など、あな

たの使い方次第で、学生生活をより充実したものにするウェブコ

ンテンツです。

東京シャトルバス
往復 3,000円の料金で、長岡と東京を往復する、
学生専用の貸切バスです。運行は毎月 1回程度。
NIDを金曜の夜に出発し、翌日土曜日の夜に戻っ
てきます。

ロッカーの貸与
個人で使用できるロッカーを学生に貸与します。

学生駐車場・駐輪場
学生駐車場は自動車約 260台分の駐車スペースを
用意しています。また、バイクや自転車用の駐輪

場も完備しています。

売店
画材を中心に、制作活動に必要な道具類は学内で

買い揃えることができます。

作品展示スペース
学内には作品展示ができるスペースが多数ありま

す。サークル活動や個人・グループで制作した作

品を展示することができます。またフックやワイ

ヤーなど展示用備品の貸し出しも行います。

レストラン
授業期間中はお昼だけでなく、夜も営業していま

す。授業後に制作活動やサークル活動を行う学生

たちに多く利用されています。おやつ時には、ス

イーツやスナックを提供しています。

スポーツ施設
NIDホール（体育館）、グラウンド、テニスコート

をはじめ、シャワー付きの更衣室も完備しています。

オフィスアワー・学生相談
専任教員は、週 1回オフィスアワーを設定し、学
生の質問や相談に応対しています。また、学生相

談室では臨床心理士が週 3回程度相談を受け付け
ています。

修学特別支援室
障がいのある学生、修学上

様々な困難を抱えている学生の相談窓口です。

医務室とカラダの健康相談

精神科医によるココロの健康相談

新潟県立美術館  友の会
在学期間中、新潟県立美術館友の会に入会してい

ます。新潟県立近代美術館、新潟県立万代島美術

館の 2館共通で、企画展の無料観覧券（年 2枚）
や割引特典などが受けられます。

単位互換制度
NIDに在籍しながら他大学の授業を履修できる制
度です。取得単位は規定範囲内で NIDの履修単位
として認められます。

長岡技術科学大学・長岡大学・新潟工科大学

放送大学

留学制度
学生が海外の大学・短期大学に留学をした場合、

そこで取得した単位を認定し、また留学期間を

NIDの在学期間として算入する制度を整えていま
す。NIDでは海外の大学と提携を結び、交換留学
や相互研究活動を推進しています。

［提携大学］

東西大学（韓国）／交流協定・複数学位協定（大

学院短期留学プログラムあり）

漢陽大学（韓国）／交流協定（大学院短期留学

プログラムあり）

ハワイ大学（米国）（建築学部）／交流協定

ノリッチ芸術大学（英国）／交流協定

トリアー応用科学大学（ドイツ）／交流協定（短

期留学プログラムあり）

学生教育研究災害傷害保険（略称・学研災）
（公益財団法人日本国際教育支援協会）

NIDでは、授業やサークル活動、学校行事・通学
中の事故等でのケガに対応する保険に全学生が加

入します。

学研災付帯賠償責任保険（略称・付帯賠償）
正課中、学校行事中、課外活動、教育実習やイン

ターンシップ、ボランティア活動中に他人にケガ

をさせてしまったり、他人の財物を損壊してしまっ

た場合に対する保険にも全学生が加入します。

学業・学生生活サポート

施設・設備サポート

IT 環境サポート

優秀学生表彰
優秀な学業成績を修めた学生を表彰し、報奨金を

贈呈します。前年度 1年間の学業成績が評価の対
象となります。

日本学生支援機構奨学金
（日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/）

日本学生支援機構が実施する奨学金を紹介してい

ます。奨学金には、NID入学後に申し込む在学採
用と、入学前に申し込む予約採用があります。予

約採用については在籍する高校の先生に問い合わ

せてください。

［公立大学］

（1）第一種（無利子）奨学金
自宅通学者

最高月額 45,000円
（30,000円・20,000円）
自宅外通学者

最高月額 51,000円
（45,000円・30,000円・20,000円）

（2）第二種（有利子）奨学金
20,000円～120,000円の中から選択 （10,000円単位）

※在学採用については入学後に説明会を開催します。

授業料等免除
経済的理由により修学が困難で、人物および学業

成績がともに優秀である学生に対し、本人の申請

に基づき、予算の範囲内で授業料等の年額の半額

を免除します。※ 8月に募集を開始します。

国際交流事業支援奨学金
本学が外国の大学等と締結した交流協定に基づく

交流事業（またはそれと同等と学長が認める機会）

に参加するため、海外渡航しようとする場合に、

参加学生の渡航に要する経費の２分の１（ただし

上限 10万円）を支援する制度です。給付とし、返
還の義務はありません。

長岡造形大学校友会助成金
卒業生と在学生で組織される校友会は、学生が行

う展示会等有望な活動に対して助成金を給付し、

その活動を支援しています。

全学科

学芸員（定員 35 名）

商業施設士受験資格

一級建築士受験資格
※受験に必要な実務経験年数は指定科目の取得単位数により異なり、最高で 2
年まで短縮できます。
※ NIDでは、指定科目の単位取得により大学院修士課程の 2年間が実務経験
として算入されます。

二級建築士受験資格
※受験に必要な実務経験年数は指定科目の取得単位数により異なります。

一・二級建築士資格取得支援

日建学院と提携した資格取得支援講座を学内で開講しています。また、
日建学院、総合資格学院と提携し、卒業後も建築士試験受験講座を優待
価格で受講できます。

美術・工芸学科

中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）（工芸）
※ 2019 年度以降の教職課程については現在、再課程認定申請中です。ただし、文部
科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期、取得可能な教員
免許状の種類が変更となる可能性があります。

木造建築士受験資格
※受験に必要な実務経験年数は指定科目の取得単位数により異なります。

インテリアプランナー登録資格
※ NIDでは、登録に必要な実務経験年数が 2年に短縮されます。

一・二級建築施工管理技術検定試験受験資格
一・二級造園施工管理技術検定試験受験資格
※受験に必要な実務経験年数が、一級は 3年（うち指導監督的実務経験年数 1

年以上）に、二級は 1年に短縮されます。

RLA：登録ランドスケープアーキテクト受験資格
※ランドスケープ系研究室に所属し卒業した場合に、受験に必要な実務経験年

数が 3年に短縮されます。

経済的サポート 資格取得サポート　※資格取得には所定の科目を履修する必要があります。

建築・環境デザイン学科

定番ソフトが
無料で使える

表彰式で報奨金
が渡されます

建築・環境に
関わる資格

教員になる
ための資格

全学科で
取得ができます

もしもの
ときに ...

東京まで往復
3,000円！

不安を
サポート

学生サポート
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卒業者 就職希望者 就職者 進学者 その他（作家等）※ 就職率

プロダクトデザイン学科 34 30 28 1 0 93.3%

視覚デザイン学科 104 96 86 1 2 89.6%

美術・工芸学科 38 26 24 7 0 92.3%

建築・環境デザイン学科 46 41 41 4 1 100.0%

合　計 222 193 179 13 3 92.7%

高い就職率、就職希望率、進路決定率を支えるサポート体制

NID で身に付けたデザインマインドやスキルは幅広い分野・職種において活かすことができ、

就職先は実に多様です。キャリアデザインセンターのスタッフが学生一人ひとりとじっくり向き合い、

教員と連携しながら学生が目指す進路を全力でサポートします。

将来についての目標や実現のための方法を考える

キャリア教育を必修科目として実施しています。

就職だけを目的とせず、将来を見つめる授業です。

キャリアデザインセンタースタッフで

毎年 3年生全員を個別面談します。

その他、個別相談から履歴書添削、

面接指導まで幅広く学生を支援します。

デザイナーの就職活動では、

企業にスキルや能力をアピールするために、

作品や活動をまとめた

ポートフォリオ（作品集）を作ります。

研究室の教員が学生の進路に合わせて、

ポートフォリオ作成において的確に指導します。

また卒業生のポートフォリオを公開し、

後輩にNIDマインドを受け継いでいます。

業界研究セミナーや個別企業説明会で

多くの企業が来学します。

また、卒業生を含め様々な企業からデザイナーが

来学し学生の就職活動をサポートします。

およそ 4,000人の卒業生が国内外問わず

社会で活躍をしています。企業で活躍をする卒業生や

起業、フリーランスとして活躍する卒業生など

多岐に渡っています。

卒業生の活躍を本学ホームページでご覧いただけます。

8,000社以上の企業情報データベースを持ち、

様々な企業のパンフレット等の資料を公開しています。

また先輩たちの活動の記録も公開しています。

進 路

2017年度卒の進路状況　（2018年 5月1日現在）　　※企業等に就職をせずに一定の収入が見込める生業を持つ者

低学年からのキャリア教育

個別指導体制の充実

ポートフォリオ指導

多くの企業からのアプローチ

20 年間で輩出した卒業生

豊富な情報量

N I Dの

卒業生の就職実績や活躍は特設サイト「NID JOB MAP」で紹介しています。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/jobs/

卒業生のポートフォリオ

就職率
就職者÷就職希望者＝

就職希望率
就職希望者÷卒業者＝

進路決定率
（就職者 +進学者＋その他）÷卒業者＝

学生が社会の求める人材へと
成長を遂げたことを示す指標

大学の学生に対する就職指導
の積極性を表す指標

学生が進路を確定したうえで
卒業したかどうかを表す指標

92 .7 % 86 .9 % 87 .8 %

2年生後期、3年生前期に学部全体の
キャリア教育を行います

企業情報や先輩たちの活動記録

春休みに約 40社の企業が集まる業界
研究セミナーが行われます

デザイナーとして企業で活躍する卒業生が
ポートフォリオのアドバイスをします

企業のデザイナーからのアドバイス

先輩から就職活動のこと、卒業生から
仕事のことについて話を聞きます

就活用特設サイト

年間約 100社の企業が学内で個別に
説明会を行います

オープンキャンパスで企業で活躍する
卒業生の様子を知ることができます

マンツーマンの個別支援
事務局内のこのサインが目印
1年生からでも利用可能
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家電・自動車・精密機器など
|新潟県内

浅野金属工業
アルモ
遠藤鋳工所
大原鉄工所
倉敷機械
コスモ・パワー
コロナ
システムスクエア
ダイニチ工業
テクノリンク
日本精機
フジイコーポレーション
マコー

|新潟県外
アイ・オー・データ機器
アペックス
いすゞ自動車
ウイン・ディー
エンケイ
オリンパス
オリンピア照明
カシオ計算機
キヤノン
コイズミ照明
酒井医療
サンアロー
シバックス
シャープ
JUKI
スズキ
SUBARU
Cerevo
ソニー
ダイハツ工業
デンソー
東海理化
東芝
東洋ゴム工業
トヨタ自動車
トヨタ自動車東日本
トヨタ車体

トヨタ紡織
日南
日本無線
パナソニック
林テレンプ
日立工機
フィアロコーポレーション
富士通ゼネラル
富士フイルム
本田技術研究所
森傳

家具・日用品・玩具など
|新潟県内

アーネスト
アクアデザインアマノ
安達紙器工業
安中製作所
イトーキマルイ工業
エコー金属
オークス
兼古製作所
川口工器
川崎合成樹脂
玉川堂
ゴッドハンド
サンカ
ジェイ・イー・ジェイ
新光金属
シンワ測定
スリーピークス技研
諏訪田製作所
セブン・セブン
高儀
高桑金属
藤次郎
外山産業グループ
hickory03travelers
吉田金属工業
和平フレイズMS

|新潟県外
アイリスオーヤマ

アップリカ・チルドレンズプロダクツ
アミング
イトーキ
オカムラ
河淳
クリエイティブヨーコ
コトブキ
コンビ
ジャクエツ
タカラトミー
タミヤ
翼工業
天童木工
トーソー
日本メナード化粧品
能作
飛騨産業
フクイ
プラス
マブワールド
レイアップ
レック

スポーツ用品
ジュエリーなど

|新潟県内
アウトスポット
オンヨネ
倉又製作所

|新潟県外
アシックス
アルペン
石友
大坪
桑山
ケイ・ウノ
サン宝石
サンリーブ
J-one
島田貴金属店
SORA
大都技研

ナガホリ
ニューバランスジャパン
ノブコイシカワ
水野貴金属
山佐
ヨネックス
ランドマック

繊維・アパレルなど
|新潟県内

青柳
ウメダニット
きものブレイン
関芳
桐屋
はぶき
丸久ユニフォーム
マルキン
丸正ニットファクトリー
吉澤織物

|新潟県外
大塚製靴
キャン
京都きもの友禅
助野
住江織物
セーレン
第一編物
たちばな
田屋
フォーティファイブアールピーエムスタジオ
マツオインターナショナル
やまと
ワールドストアパートナーズ
ワシントン靴店

広告・出版・印刷
ディスプレイなど

|新潟県内
アズサ
アドハウスパブリック

アドプロダクションエム
越後札紙
カンコー
CSコーポレイション
島津ホールディングス
新宣
誠晃舎
第一印刷所
タカヨシ
滝沢印刷・文具館タキザワ
中央印刷
中央製版
デジタル・アド・サービス
新潟印刷
西巻印刷
ニューズ・ライン
ネオス
ハーモニック
博進堂
パブリシティコア
フォーワテック・ジャパン
富士印刷
フジ・クリエイティブセンター
フレーム
プレスメディア
北越印刷
ほしゆう
明昌堂

|新潟県外
アーツ
朝日印刷
朝日新聞社
アドブレーン
梅原デザイン事務所
エイエイピー
エイブルデザイン
荻原舞台美術
オリコム
温泉道場
カイカイキキ
カラフルカンパニー
共同通信社
共立印刷

good design company
グッドモーニング
産業編集センター
CDG
ジェイスリー
スタヂオ・ユニ
高桑美術印刷
高津装飾美術
たき工房
タフゴング
丹青社
中央出版
TSDO
ティーツー
ティ・エム・シー
テイ・デイ・エス
電通
電通サドラー・アンド・ヘネシー
電通東日本
東京舞台照明
東タイ
中川ケミカル
日本ステージ
ネコ・パブリッシング
博報堂プロダクツ
パワーハウス
ビジネス・アート
フレックス・デザインパワーズ
ヘルメス
ポップコーン
ポパル
毎日新聞社
前田環境美術
マトリックス
ムラヤマ
山口至剛デザイン室
ル・プロジェ
若草印刷

WEB・映像・ゲーム
システム開発など

|新潟県内
NS・コンピュータサービス
エヌ・シィ・ティ
コム
シアンス
TeNYサービス
ピーアンドエム
BSNウェーブ
ビット・エイ
プロメディア新潟
UXビジョン

|新潟県外
AOI Pro．
あとらす二十一
ACクリエイト
コナミホールディングス
サイバーエージェント
ジェットマン
スカラベスタジオ
セラク
太陽企画
チームラボ
千代田ビデオ
DMM.comラボ
テレビ朝日クリエイト
バンダイナムコホールディングス
日本一ソフトウェア
ピクス
プロダクション・アイジー
MAPPA
ヤフー

食品加工など
|新潟県内

岩塚製菓
亀田製菓
三幸製菓
新潟味のれん本舗
ブルボン
美松

吉乃川
|新潟県外

伊那食品工業

設計事務所など
|新潟県内

キューブデザイン
グリーンシグマ
サトミ産業
高田建築事務所
細貝建築事務所

|新潟県外
アルス
上山良子ランドスケープデザイン事務所
隈研吾建築都市設計事務所
住友林業緑化
筑波ランドスケープ
ディスパジオ・デザイン
日建設計
日本設計
三越伊勢丹プロパティ・デザイン

建設など
|新潟県内

阿部建設
大石組
小柳建設
開発技研
加賀田組
頚城建工
恒樹園新潟
ダイエープロビス
永井工業
福田組
本間組

|新潟県外
APAグループ
鹿島建設
ヤマト

住宅建築・不動産など
|新潟県内

アサヒアレックスホールディングス
アンドクリエイト
イシカワ
イワコンハウス
SD建築研究所
重川材木店
坂井建設
ナレッジライフ
能建
ハーバーハウス
プラスパー・トム
ミサワホーム北越

|新潟県外
セキスイハイム信越
大成建設ハウジング
大和ハウス工業
日本総合住生活
ハウステック
ポラス
LIXIL

仏具・文化財保存
職人など

|新潟県内
トーア
吉運堂

|新潟県外
Glass Studio 尋
澤彫刻店
鈴木錺金具工芸社
factory zoomer

公務員・特殊法人
教育機関など

|新潟県内
越後さんとう農業協同組合
えちご上越農業協同組合
越後ながおか農業協同組合
小千谷市

柏崎農業協同組合
起業支援センターながおか
佐渡市
市民協働ネットワーク長岡
上越市
中越防災安全推進機構
燕三条地場産業振興センター
長岡市
長岡商工会議所
新潟県
新潟県建設技術センター
新潟県高等学校教員
新潟県中学校教員
新潟市
新潟市マンガ・アニメ情報館
新潟日建工科専門学校

|新潟県外
足利デザイン・ビューティ専門学校
茨城県工業技術センター
桐生市
特許庁
日本郵便
羽黒高等学校
文化財建造物保存技術協会
宮崎県工業技術センター
山形県高等学校教員

その他
|新潟県内

アクシアルリテイリング
アークランドサカモト
コメリ
長岡信用金庫
新潟交通
ワタナベグループ

|新潟県外
天坊
東日本旅客鉄道

静岡文化芸術大学大学院
上越教育大学大学院
東京藝術大学大学院
長岡造形大学大学院
横浜美術大学

アーネスト
アクシアルリテイリング
アサヒアレックスホールディングス
いつ和
植木組
内山熔接工業
エコー金属
オークス
オムニ技研
加賀田組
きらめき
クーネルワーク
頸城建工
グロー
ケーエスファーム加勢牧場
光影スタジオ
ゴッドハンド
小林鉄工
コメリ
コロナ
さくら印刷
佐渡農業協同組合
サンカ
サンユー印刷
ステーツ
セキサーマル

アーキディアック
アートリフォーム
アイチケン
青山建築計画事務所
アクアリング
朝日新聞社
アドブレーン
あとらす二十一
アミング
アロージャパン
飯田産業
一条工務店
伊那食品工業
IMAGICA
イマジカデジタルスケープ
ヴィス
エイブルデザイン
エーシン
エフ・エー・テクノ
ＭＥホールディングス
M-TEC
エルアンドシーデザイン
大阪宣伝研究所
大阪府立港南造形高等学校
大淵銀器
オリジン工業

カイカイキキ
カカクコム
金沢商工会議所
カラフルカンパニー
加和太建設
クーリア
景観設計
KKI
ケシオン
小谷村立小谷中学校
才本建築事務所
サカヰ産業
サンテン・コーポレーション
ジーアンドシーアート
ジーシー
シースリーフィルム
シュプール
正栄産業
SHO-BI
真興社
ジンズ
スーパーバック
スタジオエビス
清課堂
セガ・インタラクティブ
セクションエイト

セラク
セレブリックス
大東建託
高桑美術印刷
高島屋スペースクリエイツ
タンガロイ
翼工業
ティーツー
DMM.comラボ
ディレクターズ東京
デジコ
デジタルフォトム
デュエル
デルタエージェンシー
tento
東京オフ印刷
東和フードサービス
富山スガキ
ドリームズ
ナフ・アーキテクト＆デザイン
日美印刷
日ポリ化工
日本郵政
ネスティ
能作
ハートマーケット

博報堂プロダクツ
ハンズ
ビッグモーター
Factory zoomer
富士ゼロックス
富士フイルム
フジヤ
二上
ふゅーじょんぷろだくと
フューチャーリンクネットワーク
プライム１スタジオ
ブリヂストンサイクル
B･L･U･E建築設計事務所
フルハウス
プロモータル
北陸アルミニウム
ホリエ
ホンダアクセス
マーキュリー
前多
ミクシィ
瑞穂農場
明治商工
ヤマシタ
ヤマハ
ヤマハ発動機

結
ユー・コーポレーション
ユーアール代官山スタジオ
ユニオン映画
ユニベール
吉桂
ヨドバシカメラ
ランズ計画研究所
リンクバル
ルーデル
ワークスゼロ

ソフィーナ
第一ニットマーケティング
大建建設
高田建築事務所
高舘組
ディー・エヌ・エー
デジタル・アド・サービス
ドコドア
長岡造形大学
新潟タキザワ
新潟日報社
日本精機
ハーバーハウス
パール金属
hickory03travelers
日乃出江口
フィールドスケープ
フクダハウジング
富士印刷
船栄
プラスパ―・トム
ほしゆう
山下家具店
ワタナベグループ
和平フレイズＭＳ

主な就職実績

2017 年度  卒業生の就職先

2016 年度以前の卒業生の就職先

新潟県外新潟県内 進学先
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プロダクトデザイナー

ヤマハ株式会社（静岡県）

坂本 志乃
プロダクトデザイン学科

出身学校：佐賀県立唐津東高等学校

総合職

株式会社新潟日報社（新潟県）

本間 理紗
視覚デザイン学科

出身学校：新潟県立巻高等学校

企業・職種を志望した理由

最初は、デザインを学んでいるのだから「デザイナー」になるべきだと漠然と
思っていました。しかし、新潟日報社のインターンシップを通して、社会で起
きている様々なことや私たちが生きていく上で知るべきことをきちんと知り、
学び、それを多くの人にわかりやすく伝えられる仕事の素晴らしさを知り、私
もその環境に身を置いて働きたいと感じました。同社で常に新しいことや社会
の動きを知りながら、NIDで学んだ、情報を詳しくわかりやすく伝えるための
グラフィックやイラストレーションを生かし、より良い紙面作りに貢献してい
きたいです。

NID で身に付いた力

DTPやイラストレーションを中心に様々なデザインを学ぶ中で、コミュニケー
ションを取りながら作品制作をする大切さも学びました。

私の“デザイン”

デザインは、情報の行き来を円滑にするために欠かせないものです。独りよが
りのデザインにならないように常に理論や軸を持ち、受け手を意識しながら制
作しています。

企業・職種を志望した理由

幼い頃からデザインや音楽に関わる仕事に就くのが夢でした。NID

で「音を楽しむためのプロダクトの提案」をテーマに作品を制作し
た際、自分がとても生き生きとしていることに気づき、デザインと
音楽どちらにも関わる仕事に可能性を感じました。ヤマハは世界を
代表する楽器メーカーであり、その高い技術力と革新性には一瞬で
虜になりました。伝統を尊重しながらも挑戦し続け、どこか遊び心
を感じつつ、それでいて理にかなった美しいデザインで溢れていま
す。同社で夢を叶え、常識を破りたいと思っています。

NID で身に付いた力

NIDは学生や教員、地域の方々との距離が近く、プレゼンテーショ
ンの機会が多いので、自分の考えを相手に伝わりやすくする術がど
んどん身に付いていきました。

私の“デザイン”

遊びながらも、人の心を掴み、納得される美しいデザインを心掛け
ています。可能性を感じたものを信じて諦めずに挑戦し続けること
が大切だと思います。

本の新しい形を提案した作品
「ブックケーキ」
表紙となる絵柄は、物語の内容とリンクさせた
イラストレーションを制作。読み終わった本も
ディスプレイする楽しみが生まれる。

“思いやり”をテーマにした
映像作品「『ぬくもり』という思いやり」
第 13回 ACジャパン広告学生賞テレビ CM部門で優秀
賞を受賞。

IoT製品の提案
「MEASURAGE」
測ったデータをためる・引き出す・
持ち歩く。首にかけて持ち歩ける美
しさを備えたスマートメジャー。“HOW TO LIVE”をテーマに制作した

「間のある印鑑」
押す前に “ 組み立てる ” という手間を設けることにより、
その責任の重みについて考える “ 間 ” を与える。

2018年 3月
卒業生 22018年 3月

卒業生 1
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「比礼カカシ・プロジェクト」
何気ない風景の中にカカシがいることによりストーリーが動き出すような
作品を目指した。

地域協創演習「越後みしま竹あかり街道」
長岡市三島地域の間伐材を利用した竹灯籠イベント。学生によるデザインや地元小学生によるガラス行灯により明
るく照らされた美しい景観に毎年多くの観客が訪れる。

“輪になって太鼓を楽しく叩こう”を
コンセプトに活動「輪太鼓衆転太鼓舞」
長岡市を中心に保育園や老人ホーム、地域のイベントなど年間
約 40件の出演。

造園設計・施工・企画職

株式会社フィールドスケープ（新潟県）

鈴木 力
建築・環境デザイン学科

出身学校：新潟県立新津高等学校

企業・職種を志望した理由

「自分の育ってきた自然環境を守り続けるために、自分には何ができ
るのか」それを NIDの学びの中で考え、卒業後も模索していきたい
と思った時にフィールドスケープと出会いました。「心に残る原風景
をつくる」という理念にとても共感し、同社で次代を担う子どもた
ちのためのより良い自然環境づくりに携わりたいと思いました。

また、私は NIDでの和太鼓の部活動を通し、子供からお年寄り、時
には国境を越えて様々な人と笑顔を共有することの素晴らしさを実
感することができました。同社でも自然環境をつくることに加え、
そこに様々な人と人とのコミュニティが生まれるような活動を行っ
ていきたいと思っています。

NID で身に付いた力

「越後みしま竹あかり街道」では、色々な人と協力して景観を生み出
していくプロセスを実際に体験し、図面と現場でのずれを修正する
経験などから臨機応変に対処する力が身に付きました。

私の“デザイン” 

独りよがりなデザインにせず、自然環境と人間活動の中和を心掛け
ています。

2018年 3月
卒業生 4アート・ハンドラー

有限会社カイカイキキ（三芳スタジオ：埼玉県）

加治 聖哉
美術・工芸学科

出身学校：新潟県立村上桜ケ丘高等学校

企業・職種を志望した理由

NIDでは作品制作の傍らで、地域やアートなどに関わる 140程のボ
ランティア活動やイベントの運営を行ってきました。色々な人に出
会い、一緒に活動していく中で得た多くのノウハウやコミュニケー
ション能力を生かし、世界に認められるような大規模な作品制作を
したいと思っていました。
カイカイキキは現代アートで広く世界に知られている村上隆さん率
いるアート作品制作会社で、大規模な作品制作や国内だけでなく海
外個展での作品展示・設営も行っています。世界に通用する作品の
制作や展示の現場で自分の能力を生かしたいと思っています。

NID で身に付いた力

様々な活動を通してスムーズに行動、作業ができるように段取りを
組む力、色々な人とコミュニケーションを取る力が身に付きました。

私の“デザイン”

「相手のことを考えること」こそが一番のデザインだと思います。使
いやすさ、感情の動き、身体的影響など、相手にとってどうあるべ
きかを考えることで、良いデザインが生まれてくるものと考えます。

ヤングアート長岡で制作した「麒麟」
材料はすべて木廃材。高さ 5ｍ、推定重量 170㎏の実寸
大のキリンを制作。
長岡市の国営越後丘陵公園、子育ての駅ぐんぐん、アオー
レ長岡などで展示。

“くらげ”をモチーフに制作したパ
リュール（様々なアイテムが揃っ
たジュエリーのセット）
長い触手がピアス、短い触手がネックレス、頭
部と軸で髪留めになる。

2018年 3月
卒業生 3
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Graduate School of Design

大学院

未来創造型実践大学院

修士課程  Master's Program

博士（後期）課程 Doctoral Program

造形研究科 造形専攻  イノベーションデザイン領域
  プロダクトデザイン領域
  視覚デザイン領域
  美術・工芸領域
  建築・環境デザイン領域

取得学位　修士（造形）

取得学位　博士（造形）造形研究科 造形専攻 造形理論領域

基礎科目群 専門科目群

領域科目群

特別研究（修士論文等）

異なる専門領域の複数教員による指
導体制にて多角的な視点を身に付け、
その上で自らの研究水準の認識を深
め、学位論文の作成につなげます。

クオーター制を採用し、１科目を８週
間で学ぶことで、効率よく基礎的な教
養を身に付けることができます。

企業や地域社会等が抱える問題や
ニーズを発見し、実プロジェクトと
して組み立て、その解決に取り組む
とともに、新たな価値の創造に挑戦
します。

プロトタイピングルーム

3Dプリンター、レーザーカッターなどのデジタ
ル工作機が設置され、大学院生は「デザイン思考」
にもとづいたラピッドプロトタイピング（どんど
ん試作を作ってテストする）を行う場となります。

多彩な 10科目から各領域の専門性に
あわせた科目を選択します。理論と方
法論を深化させ、また専門基礎能力を
修得します。

特別研究の助走期間としての役割を持
ち、文献研究をはじめとした研究に必
要な知識や技能などを身に付ける基礎
研究を行います。

研究テーマに応じた主題を設定し、調
査・分析・論文作成等のプロセスを通
じて、主題の特性を考慮した研究の方
法論を修得します。研究の成果は、博
士論文としてまとめ上げます。

将来のキャリアパスを描き、社会に対
して広い視野をもちながら自らの専門
性を深めるために、「実務実習」と「起
業演習」のいずれかに挑戦します。

研究領域に応じた研究主題を設定し、調査・計画・設計等のプロセスを通じて、
主題の特性を考慮した研究の方法論を学修します。研究の成果は、修士論文または、
特定の課題についての研究成果（作品）としてまとめ上げます。

1年

1–3年

2年

造形理論 特別プロジェクト研究演習 博士論文

プロジェクト科目群

企業の新製品開発、地域観光の拡充、産業の活性化など、企業や地域社会が抱える様々
な問題やニーズに対し、PBLを通して実プロジェクトに取り組みます。PBLでは、領
域を越えて多様な専門性をもつ学生がプロジェクトに参画することで、新たな価値の
創造を目指します。

ソーシャルスキル科目群

世界がイノベーションを求めている現在、

どんな人材が求められているのでしょうか？

こたえ：デザイン思考

長岡造形大学 大学院では 2018 年よりカリキュラム、施設等をリニューアルし、従来の専門能力の深化を目指す多様な研
究領域の横串に「デザイン思考」をベースにしたイノベーションデザイン教育をスタートします。

従来のイノベーション人材像

「設定された技術的課題の解決能力を備えた人材」

今求められているイノベーション人材像

「顕在化していない学際的な課題を発見・定義し、新たな
関係性の構築を通じて創造的課題解決に導く０から１を
生み出すデザイン力を備えた人材」

工学的人材 「デザイン思考」による
イノベーション人材

長岡造形大学大学院では、社会人、外国人留学生を含む多様な学生を受け入れています。入学試験の詳細はホームページをご覧ください。
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学長

和田  裕
Wada, Hiromu

プロダクトデザイン学科

増田  譲
Masuda, Yuzuru

教授

視覚デザイン学科

天野  誠
Amano, Makoto

教授

視覚デザイン学科

松本  明彦
Matsumoto, Akihiko

教授

視覚デザイン学科

真壁  友
Makabe, Tomo

准教授
キャリアデザインセンター長

プロダクトデザイン学科

土田  知也
Tsuchida, Tomoya

教授

視覚デザイン学科

阿部  充夫
Abe, Mitsuo

教授

視覚デザイン学科

ヨールグ
ビューラ
Jörg Bühler

教授

視覚デザイン学科

徳久  達彦
Tokuhisa, Tatsuhiko

准教授

プロダクトデザイン学科

菊池  加代子
Kikuchi, Kayoko

教授

プロダクトデザイン学科

池永  隆
Ikenaga, Takashi

准教授
NaDeC構想推進プロジェクト
チームリーダー

視覚デザイン学科

長瀬  公彦
Nagase, Kimihiko

教授

視覚デザイン学科

山本  敦
Yamamoto, Atsushi

教授
視覚デザイン学科長

視覚デザイン学科

御法川  哲郎
Minorikawa, Tetsuro

准教授
入試部長

プロダクトデザイン学科

齋藤  和彦
Saito, Kazuhiko

教授
プロダクトデザイン学科長

プロダクトデザイン学科

金澤  孝和
Kanazawa, Takakazu

准教授
地域協創センター長

視覚デザイン学科

長谷川  博紀
Hasegawa, Hiroki

教授

視覚デザイン学科

池田  光宏
Ikeda, Mitsuhiro

准教授

視覚デザイン学科

山田  博行
Yamada, Hiroyuki

准教授

プロダクトデザイン学科

境野  広志
Sakaino, Hiroshi

教授

プロダクトデザイン学科

金山  正貴
Kanayama, Masaki

准教授

視覚デザイン学科

アンドリュー
バン  ゴーサム
Andrew Van Goethem

教授

視覚デザイン学科

吉川  賢一郎
Kikkawa, Kenichiro

准教授
学務部長、附属図書館長

視覚デザイン学科

金
キム

 夆
ボン

洙
ス

Kim, Bongsu

助教

プロダクトデザイン学科

鈴木  均治
Suzuki, Kinji

教授

専門分野／インダストリアルデザイン　現在の研究課題
／トランスポーテーションデザイン、造形のセオリー、
エスキースによる創造能力の向上　学歴等 +資格／東
海大学教養学部芸術学科　学位／学士（教養学）

専門分野／プロダクト・デザイン　現在の研究課題／３
DCAD 3Dプリンターを活用したパーソナル・ファブリ
ケーション、新しい 3D入力デバイスの研究　学歴等 +
資格／多摩美術大学デザイン科立体デザイン専攻プロダ
クト専修卒業、慶応義塾大学政策・メディア研究科後期
博士課程中退　学位／学士（芸術）

専門分野／グラフィックデザイン（エディトリアルデザ
イン）　現在の研究課題／エディトリアルデザイン　学
歴等 +資格／専門学校桑沢デザイン研究所グラフィッ
クデザイン研究科

専門分野／写真　現在の研究課題／写真を用いたアート
表現　学歴等 +資格／武蔵野美術大学造形学部基礎デ
ザイン学科、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究
科後期博士課程在学中　学位／学士（造形）

専門分野／デジタルファブリケーション、メディアアー
ト　現在の研究課題／デジタルファブリケーション、メ
ディアアート、キネティックアート　学歴等 +資格／
東北学院大学大学院工学研究科応用物理学専攻　学位／
修士（工学）

専門分野／工業デザイン　現在の研究課題／プロダク
トデザイン全般、中小企業におけるデザインの導入に
ついて　学歴等 +資格／千葉大学大学院工学研究科修
士課程　学位／修士（工学）

専門分野／写真　現在の研究課題／写真を使用した画
像表現、カラーマネージメント　学歴等 +資格／東京
写真専門学校商業写真科

専門分野／映像、マルチメディア、アート教育　現在
の研究課題／１. 映像、アニメーション、コンピュー
タ関係のアート、２. 情報を伝えるためのヴィジュア
ル表現、特に地図、科学、日常のための記号学　学歴
等 +資格／バーゼル美術学校芸術教育専攻（スイス）、
高等芸術教員免許取得　学位／Masters Degree

専門分野／Webデザイン　現在の研究課題／コミュニ
ケーションデザイン、企画、UX、UI　学歴等 +資格
／デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ
研究科 デジタルコンテンツ専攻　学位／修士（デジタ
ルコンテンツマネジメント）

専門分野／テキスタイルデザイン（織）　現在の研究課
題／ダマスク織機を用いた作品制作、Mariano Fortuny
デルフォスドレス復元研究、『長岡造形大学草木染色図
鑑』作成、馬毛織復元研究　学歴等 +資格／多摩美術
大学デザイン科染織専攻　学位／学士（芸術）

専門分野／インダストリアルデザイン　現在の研究課題
／電子機器を中心としたプロダクトデザインおよびマネ
ジメント　学歴等 +資格／東京藝術大学大学院美術研
究科デザイン専攻修士課程　学位／修士（美術）

専門分野／グラフィックデザイン、イラストレーショ
ン、ヴィジュアル・アート　現在の研究課題／視覚表現
の可能性の探求　学歴等 +資格／東京藝術大学美術学
部デザイン科、School of Visual Arts, Fine Art科（N.Y., 
U.S.A）　学位／学士（芸術）、Bachelor of Fine Art

専門分野／グラフィックデザイン、広告全般、ブラン
ディング　現在の研究課題／地域資源を活用したブラ
ンディングデザインの可能性の探求　学歴等 +資格／
専門学校桑沢デザイン研究所グラフィックデザインⅡ科

専門分野／グラフィックデザイン、イラストレーション　
現在の研究課題／平面と写実的イラストレーションの関
係　学歴等 +資格／多摩美術大学 美術学部 グラフィッ
クデザイン学科　学位／学士（芸術）

専門分野／プロダクトデザイン　現在の研究課題／パー
ソナルトランスポーテーションとその造形表現手法、地
産地消型モビリティ　学歴等 +資格／武蔵野美術大学
造形学部工芸工業デザイン学科　学位／学士（造形）

専門分野／プロダクトデザイン　現在の研究課題／プロ
ダクトデザイン・必然から導かれるデザインの在り方に
ついて、小規模伝統的産地の活路を開くために最適な支
援システムの構築　学歴等 +資格／東京造形大学造形
学部デザイン学科　学位／学士（造形）

専門分野／ヴィジュアルアート、グラフィックデザイ
ン・イラストレーション　現在の研究課題／言葉とイ
メージ　学歴等 +資格／東京藝術大学美術学部デザイ
ン科　学位／学士（芸術）

専門分野／ヴィジュアルアート、コミュニケーションデ
ザイン　現在の研究課題／パブリックスペースにおける
アートプロジェクト　学歴等 +資格／東京藝術大学大
学院美術研究科デザイン専攻　学位／修士（美術）

専門分野／写真、映像　現在の研究課題／写真的アプ
ローチの映像表現の探求　学歴等 +資格／武蔵野美術
大学造形学部映像学科　学位／学士（造形）

専門分野／工業デザイン　現在の研究課題／人間のプリ
ミティブな感性構造に関する研究　学歴等 +資格／千
葉大学大学院工学研究科修士課程修了　学位／修士（工
学）

専門分野／プロダクトデザイン、インタラクションデ
ザイン・ユニバーサルデザイン　現在の研究課題／ UX
デザインプロセスと情報機器・ロボットデザイン　学歴
等 +資格／千葉大学工学部工業意匠学科　学位／学士
（工学）

専 門 分 野 ／ TESOL Teaching English to Speakers of 
Other Languages　現在の研究課題／ Fossilization ：
“Empty Categories” Assisting, Larry Selinker (England)　
学 歴 等 + 資 格 ／ TESOL, Temple University, Tokyo, 
Japan 1998　学位／Masters Degree

専門分野／グラフィックデザイン　現在の研究課題／コ
ミュニケーションデザインに於ける機能美と形態美の探
求、本質を見極めたヴィジュアルアイデアの発想と表現
についての研究、地域の伝統的な祭りにおける紙と絵具
で作られた灯籠の制作・素材に関する造形的研究　学歴
等 +資格／多摩美術大学美術学部デザイン科グラフィッ
クデザイン専攻　学位／学士（芸術）

専門分野／グラフィックデザイン、紋章・しるし文化、
内発的発展論に基づく地域開発計画　現在の研究課題／
伝統的なしるし文化に基底した地域の内発的発展の探求　
学歴等 +資格／千葉大学大学院工学研究科デザイン科
学専攻博士課程　学位／博士（学術）

専門分野／テキスタイルデザイン（染色）　現在の研究
課題／型紙捺染におけるマチエールの研究　学歴等 +
資格／東京造形大学造形学部デザイン学科　学位／学士
（造形）

教員

紹介
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上山 良子
鎌田 豊成
川崎 晃義
木村 勉
熊井 恭子
洪 起
小林 誠
豊口 協
平井 邦彦
森田 守
宮澤 智士

伊藤 滋
大林 宣彦
隈 研吾
渡邉 定夫

名誉教授

客員教授

美術・工芸学科

市川  治郎
Ichikawa, Jiro

教授

美術・工芸学科

小林  花子
Kobayashi, Hanako

准教授

建築・環境デザイン学科

江尻  憲泰
Ejiri, Norihiro

教授

建築・環境デザイン学科

森  望
Mori, Nozomu

教授

建築・環境デザイン学科

津村  泰範
Tsumura, Yasunori

准教授

美術・工芸学科

石原  宏
Ishihara, Hiroshi

教授

美術・工芸学科

岡谷  敦魚
Okanoya, Atsuwo

准教授

美術・工芸学科

長谷川  克義
Hasegawa, Katsuyoshi

准教授
美術・工芸学科長

建築・環境デザイン学科

平山  育男
Hirayama, Ikuo

教授
建築・環境デザイン学科長

建築・環境デザイン学科

白鳥  洋子
Shiratori, Yoko

准教授

美術・工芸学科

遠藤  良太郎
Endo, Ryotaro

教授

美術・工芸学科

竹田  進吾
Takeda, Shingo

准教授

建築・環境デザイン学科

小川  峰夫
Ogawa, Mineo

教授

建築・環境デザイン学科

山下  秀之
Yamashita, Hideyuki

教授

大学院

小松  佳代子
Komatsu, Kayoko

准教授

美術・工芸学科

菅野  靖
Kanno, Yasushi

教授

美術・工芸学科

手銭  吾郎
Tezeni, Goro

准教授

建築・環境デザイン学科

川口  とし子
Kawaguchi, Toshiko

教授

建築・環境デザイン学科

渡邉  誠介
Watanabe, Seisuke

教授
研究科長、研究推進部長

大学院

板垣  順平
Itagaki, Jumpei

助教

美術・工芸学科

馬場  省吾
Baba, Shogo

教授
学部長

美術・工芸学科

中村  和宏
Nakamura, Kazuhiro

准教授

建築・環境デザイン学科

菅原  浩
Sugahara, Hiroshi

教授

建築・環境デザイン学科

小川  総一郎
Ogawa, Soichiro

准教授

建築・環境デザイン学科

福本  塁
Fukumoto, Rui

助教

専門分野／美術教育、彫刻制作、学校経営　現在の研
究課題／これからの芸術教育、美術館と学校の連携、
彫刻で伝えるこころ　学歴等 +資格／東京学芸大学教
育学部　学位／学士（教育）

専門分野／彫刻　現在の研究課題／木を基本素材とした
立体表現の探求、美術の社会へのかかわりと可能性の探
求　学歴等 +資格／愛知県立芸術大学大学院美術研究
科彫刻専攻修了　学位／修士（美術）

専門分野／建築構造　現在の研究課題／低層構造物の連
成振動、特殊材料（アルミパネル・ハニカムパネル等）
を利用した構造ボイドスラブ　学歴等 +資格／千葉大
学大学院工学研究科（修士課程）修了　学位／修士（工学）

専門分野／ディスプレイデザイン　現在の研究課題／展
示デザインの基礎データに関する研究　学歴等 +資格
／多摩美術大学美術学部建築科、一級建築士　学位／学
士（芸術）

専門分野／建造物保存再生、近現代建築史　現在の研究
課題／建築保存継承技術・手法・制度・理念、文化財や
歴史的建造物を活かしたまちづくり、リノベーションま
ちづくり　学歴等 +資格／東京大学大学院工学系研究
科建築学専攻修士課程修了、一級建築士・既存住宅状況
調査技術者　学位／修士（工学）

専門分野／西洋美術史　現在の研究課題／西洋中世美
術史　学歴等 +資格／早稲田大学大学院文学研究科芸
術学専攻後期博士課程　学位／修士（文学）

専門分野／油彩、版画（銅版、リトグラフ、木版、シ
ルクスクリーン）　現在の研究課題／現代絵画の可能性
の探求　学歴等 +資格／武蔵野美術大学造形学部油絵
学科版画コース銅版画専攻、東京藝術大学大学院美術
研究科芸術学美術教育専攻　学位／修士（美術）

専門分野／金属工芸（鋳金）　現在の研究課題／鋳金
技法による器物造形の探求および古代鋳造技術の研究　
学歴等 +資格／東京藝術大学大学院美術研究科修士課
程工芸専攻（鋳金）修了　学位／修士（美術）

専門分野／建築史　現在の研究課題／住居史、民家史、
近世社寺建築、近代建築技術史、文化財の保存・修復　
学歴等 +資格／早稲田大学大学院理工学研究科建設工
学専攻博士課程　学位／博士（工学）、博士（造形）

専門分野／建築史、意匠、建築設計　現在の研究課題／
19世紀フランスの建築における近代性の萌芽、芸術と技
術の同時性、再生改修　学歴等 +資格／東京大学大学院
工学系研究科博士課程修了、パリ第一大学（パンテオン =ソルボ
ンヌ）DEA課程修了、エコール・ダルシテクチュール、パリ・
ラ・ヴィレットDPLG課程修了（フランス政府給費留学生）、
東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了、一級建
築士、フランス政府公認建築家　学位／博士（工学）

専門分野／絵画　現在の研究課題／絵画と言語。藝術の
役割、社会と人類について。絵画論。　学歴等 +資格
／東京藝術大学大学院博士課程（後期）美術研究科絵画
専攻（油画）　学位／博士（美術）

専門分野／教育史、教育制度論、教育課程論、教育方
法論　現在の研究課題／明治期歴史教科書史、戦後学校
給食制度史、社会科教育　学歴等 +資格／東北大学大
学院教育学研究科博士課程後期　学位／博士（教育学）

専門分野／建築設計　現在の研究課題／雪国の建築、地
域を活性化する建築　学歴等 +資格／東京理科大学大
学院理工学研究科建築学専攻修士課程、一級建築士　学
位／修士（工学）

専門分野／建築意匠　現在の研究課題／オルタナティブ
建築（地形 +有機的空間、里山・里川環境での建築の展開）　
学歴等 +資格／独シュテーデル造形芸術大学建築学科、
東京工業大学大学院修士課程修了、一級建築士事務所山
下研究室共同主宰　学位／修士（工学）

専門分野／教育哲学、美術教育　現在の研究課題／芸術
的省察による研究　学歴等 +資格／東京大学大学院教
育学研究科博士課程単位取得退学　学位／博士（教育学）

専門分野／金属工芸（彫金）　現在の研究課題／金属に
よる造形表現　学歴等 +資格／東京藝術大学大学院美
術研究科彫金専攻修了　学位／修士（美術）

専門分野／金属工芸（鍛金）　現在の研究課題／金属工
芸における鍛金技法及び篦絞り技法による造形表現の探
求と技術の研究　学歴等 +資格／東京藝術大学大学院
美術研究科修士課程工芸専攻（鍛金）修了　学位／修士
（美術）

専門分野／建築・インテリア他デザイン全般　現在の研
究課題／環境・景観と建築再生　学歴等 +資格／日本
大学大学院理工学研究科建築学博士課程前期修了、一級
建築士・管理建築士　学位／修士（工学）

専門分野／都市計画・観光とまちおこし　現在の研究課
題／発展途上国都市計画理論、地方中小都市の中心市街
地活性化、観光とまちおこし　学歴等 +資格／東京大
学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程　学位／博
士（工学）

専門分野／地域研究、物質文化、人間中心設計、デザイ
ン人類学　現在の研究課題／地域資源の発掘と利活用、
大学連携、コミュニティディベロップメント　学歴等 +
資格／大阪芸術大学大学院芸術文化学専攻後期課程修了　
学位／博士（芸術文化学）

専門分野／金属工芸（鍛金造形）　現在の研究課題／金
属工芸技法による、素材と造形の展開、及びその可能性　
学歴等 +資格／東京藝術大学大学院美術研究科鍛金専
攻修士課程修了　学位／修士（美術）

専門分野／ガラス工芸　現在の研究課題／持続可能な社
会に於ける、廃ガラス素材による、造形からの展開と可
能性の探求　学歴等 +資格／財団法人金沢卯辰山工芸
工房 工房技術研究員

専門分野／比較文化論、表象文化論　現在の研究課題／
東西思想の比較研究、哲学と文学の融合的表現、外国語
学習法　学歴等 +資格／東京大学大学院総合文化研究
科比較文学・比較文化専攻博士課程　学位／修士（学術）

専門分野／エコロジカル・ランドスケープ　現在の研究
課題／地域環境・風致景観に配慮したランドスケープ
計画・設計　学歴等 +資格／ペンシルベニア大学大学
院デザイン学校ランドスケープ・アーキテクチャ修了／
技術士（建設部門・建設環境）、登録ランドスケープ・
アーキテクト、APECエンジニア（Civil）　学位／修士
（MLA）

専門分野／コミュニティデザイン、防災まちづくり、教
育方法と教材の開発　現在の研究課題／世代をこえて楽
しい防災で人々をつなぐ方法論の開発と実践、地域の復
旧に寄与する企業の実態把握と特性分析　学歴等 +資
格／東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程　
学位／修士（環境学）
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大学入試
センター
試験

アドミッションオフィス入学試験

募集人員 造形学部  60名
出願期間 2018年8月28日（火）－ 9月4日（火）
試験日 2018年9月30日（日）（ 2次選考）
選考方法 1次選考：出願書類（志望理由書、自己アピール用紙、調査書）による選考

 2次選考：課題制作等と成果の発表、面接、出願書類による総合評価
合格発表 1次選考：2018年9月14日（金）

 2次選考：2018年10月5日（金）
入学検定料 17,000円
会場 長岡

推薦入学試験 
募集人員 造形学部  40名
出願期間 2018年11月1日（木）－ 7日（水）
試験日   2018年11月24日（土）（プロダクトデザイン学科、美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科）
 2018年11月25日（日）（視覚デザイン学科）
出願資格 次の条件をすべて満たす者

①高等学校もしくは中等教育学校を2019年3月卒業見込の者、または通常
の課程による12年の学校教育を2019年3月修了見込の者

②出身学校長の推薦を受けた者
③調査書における全体の評定平均値が3.5以上の者
④各校2名以内

選考方法 小論文、面接、出願書類による総合評価
合格発表 2018年11月30日（金）
入学検定料 17,000円
会場 長岡

一般入学試験

募集人員 造形学部　前期日程 100名　中期日程 30名
出願期間 2019年1月28日（月）－ 2月6日（水）
試験日 前期：2019年2月25日（月）
 中期：2019年3月8日（金）
合格発表 前期：2019年3月1日（金）
 中期：2019年3月20日（水）
入学検定料 17,000円
会場 長岡

試験科目は次ページ「一般入学試験 科目選択・配点表」参照

アドミッションポリシー
社会において創造的役割を担いたいとの強い気持ちを抱き、基礎的な学力・表現力及び学ぶ意欲を持ち、
長岡造形大学でのカリキュラムを通してその実現に向けた力を養いたいと思う者を広く受け入れる。

小論文

個別学力
検査

面　接+

+

入試情報　※詳細は学生募集要項をご確認ください。　　 

※社会人入学試験、外国人留学生入学試験、編入学試験、大学院入学試験についてはホームページ等でご確認ください。

日
程

平成 31年度 大学入試センター試験の利用教科・科目等 個別学力検査等

合計

教科 科目等 配点 科目 配点

前
期
日
程

選
択
Ａ

国語 「国語」近代以降の文章、古典（古文、
漢文）全て 必須

100点 
（200点満点を 100点満
点に換算する） 「平面構成」

「鉛筆描写」
から１科目選択

300点 500点

外国語 「英語」リスニングを含む 必須
100点
（250点満点を 100点満
点に換算する）

選
択
Ｂ

国語 「国語」近代以降の文章、古典（古文、
漢文）全て 必須

100点
（200点満点を 100点満
点に換算する）

小論文 100点 500点

外国語 「英語」リスニングを含む 必須
100点 
（250点満点を 100点満
点に換算する）

地理歴史 ※ 2
「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日
本史Ｂ」
「地理Ａ」「地理Ｂ」

得
点
上
位
の
2
科
目　
※ 1

１科目 100点　
合計 200点

公民 ※ 2
「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫
理、政治・経済」

数学

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」
「簿記・会計」「情報関係基礎」

理科 ※ 2※ 3

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地
学基礎」

「物理」「化学」「生物」「地学」

中
期
日
程

選
択
Ｃ

国語 「国語」近代以降の文章、古典（古文、
漢文）全て 必須

150点
 （200点満点を 150点

満点に換算する）

面接 150点 500点

外国語 「英語」リスニングを含む 必須
100点 
（250点満点を 100点満
点に換算する）

地理歴史 ※ 2
「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日
本史Ｂ」
「地理Ａ」「地理Ｂ」

得
点
上
位
の
1
科
目　
※ 1

100点

公民 ※ 2
「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫
理、政治・経済」

数学

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」
「簿記・会計」「情報関係基礎」

理科 ※ 2※ 3

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地
学基礎」

「物理」「化学」「生物」「地学」

一般入学試験 科目選択・配点表

※ 1　大学入試センター試験の得点上位の科目は本学で自動的に選択し採用します。
※ 2　地理歴史、公民及び理科の基礎を付さない科目を採用する場合は第 1解答科目に限ります。
※ 3　理科の基礎を付す科目は、2科目の合計点を 1科目とします。

課題制作等

成果の
発表

面　接+
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2018年     ① 7/28（土）　② 7/29（日）　③ 10/20 （土）

O P E N  C A M P U S
オープンキャンパス

NIDのキャンパスをご覧になったことはありますか？

一歩足を踏み入れた瞬間から、キャンパス全体がデザインの教材であることを感じていただけるはずです。

オープンキャンパスでは NIDのことをみなさんに知っていただくために、様々なプログラムをご用意しています。

教職員、学生スタッフがみなさんのご参加をお待ちしています。

造形学部

入学料
（入学時のみ）

282,000円 ※長岡市内在住者は 141,000円

前期分（ 4 月納付） 後期分（ 10 月納付） 年額

授業料 267,900円 + 267,900円 = 535,800円

実習料 25,000円 + 25,000円 = 50,000円

合　計 585,800円

大学院修士課程

入学料
（入学時のみ）

282,000円 （長岡造形大学造形学部卒業者は免除）　※長岡市内在住者は 141,000円

前期分（ 4 月納付） 後期分（ 10 月納付） 年額

授業料 267,900円 + 267,900円 = 535,800円

合　計 535,800円

大学院博士（後期）課程

入学料
（入学時のみ）

282,000円 （長岡造形大学大学院修士課程修了者は免除）　※長岡市内在住者は 141,000円

前期分（ 4 月納付） 後期分（ 10 月納付） 年額

授業料 267,900円 + 267,900円 = 535,800円

合　計 535,800円

授業料等
（※ 2018年度実績）

※上記の他、学生会費（4,000円）、保護者会費（10,000円）、校友会費（10,000円）を毎年代理で徴収させていただきます。
※視覚デザイン学科はノートパソコン（Mac）の所有が必須となります。推奨モデルおよび特別販売などの詳細は合格者全員にお知らせします。
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造形を通して

真の人間的豊かさを探求し、

これを社会に還元することのできる

創造力を備えた人材を養成する

1994年 4月 長岡造形大学開学（産業デザイン学科／環境デザイン学科）

1998年 4月 長岡造形大学大学院修士課程開設

2001年 4月 長岡造形大学大学院博士（後期）課程開設

2005年 4月
産業デザイン学科を改組し、視覚デザイン学科を開設。

3学科体制に移行（産業デザイン学科／視覚デザイン学科／環境デザイン学科）

2006年 4月
産業デザイン学科を、ものデザイン学科に改称

（ものデザイン学科／視覚デザイン学科／環境デザイン学科）

2007年 4月
環境デザイン学科を、建築・環境デザイン学科に改称

（ものデザイン学科／視覚デザイン学科／建築・環境デザイン学科）

2009年 4月
ものデザイン学科を改組し、プロダクトデザイン学科、

美術・工芸学科を開設、4学科体制に移行
（プロダクトデザイン学科／視覚デザイン学科／美術・工芸学科／建築・環境デザイン学科）

2013年 4月 新潟市にメディアキャンパス開設

2014年 4月 公立大学法人へ移行

建学の理念

沿革

デザインを学び、

未来をつくる人となる。

長い間、「モノ」の計画における造形を担ってきたデザイ
ナーは、感性価値が重視される HCD :ヒューマンセンター
ドデザインや、UX :ユーザーエクスペリエンスデザインを
基軸としたイノベーション（新たな価値創造）活動とリンク
した「コト」の計画にも深く関わりはじめました。

「モノ」だけではなく「コト」の計画にも、論理的な思考と
感性を併せ持つデザイナーが必要との認識が拡大し、産業は
もとより行政・医療・金融・農業・交通インフラ・公共サー
ビス等社会のあらゆる場面にデザイナーの活躍の場が広がっ
てきています。

その背景には、社会のさまざまなイノベーション活動の中に、
創造のメソッド「デザイン思考」の定着が挙げられます。
この「デザイン思考」はデザインのプロセスから抽出されま
した。　　
今ではデザイナーのみならず様々な領域のプロフェッショナ
ルが「デザイン思考」を学んでいます。

長岡造形大学  学長

和 田  裕 Hiromu Wada

岐阜県下呂市生まれ。 
東海大学卒業後、いすゞ自動車株式会社で 21年間デザイン業務に携わる。
1994 年、長岡造形大学開学と共に着任。専門分野はトランスポーテーショ
ンデザイン。主に関わった車両は、エルフ、ロデオ、ビッグホーン、ウィザー
ド、ミュー、ディアフォルテ／ RIZIN（ゲレンデ整備車）、10式雪上車等。 
2012 年 4 月より現職。 
趣味は合気道、プチ農業、バイクとのふれあい、そして愛犬（パグ）との戯れ。

「デザイン思考」を取り入れた近年のイノベーション活動は、
グローバルなオープンデータ化を背景として、一人の天才が
創造の要を担うのではなく、専門を異にする様々な領域のプ
ロフェッショナルが集い、刺激し合い、集団の力で新たな価
値を生み出す時代へと変化してきています。
この創造集団（イノベーター）の場で、デザイナーにはデザ
インシンカー（デザイン思考の実践者）ないしは、ファシリ
テーター（進行者）としての中心的役割が期待されています。
　
長岡造形大学では従来型の造形に関わるクリエーターは勿論
のこと、未来を創造するイノベーターも特色ある実践造形教
育・研究により育てようとしています。

公立大学の中で唯一デザイン教育・研究を核とする長岡造形
大学で、論理的な思考ならびに、可視化する力、すなわち感
性に訴求する造形力を培い、イノベーターとして新たな時代
を牽引するパイオニアとなりましょう。　

デザインで、未来をつくる。新しい時代を担うあなたの一歩
が、ここからはじまります。
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JR長岡駅から NIDへのアクセス

大手口 2番バス乗り場から「江陽環状線」または「江陽団地行き」に乗車、約 15分。「長岡造形大学前」下車、徒歩約 1分。

長岡インターチェンジから NIDへのアクセス

国道 8号を長岡市内（北）へ向かい、車で約 5分。蓮潟（はすがた）交差点を左折、次の信号を右折。

長岡駅へのアクセス

新潟駅から 上越新幹線で約 20分
新潟空港から 路線バス　新潟駅経由　上越新幹線で約 60分
（新潟空港から定期便運航都市　札幌、名古屋、大阪、福岡、那覇）
東京駅から 上越新幹線で約 90分

各地からのアクセス方法

北海道方面から 空路　新潟空港経由　又は　羽田空港経由
東北方面から 東北新幹線　大宮駅経由
北陸方面から 北陸新幹線　上越妙高駅経由（上越妙高駅から長岡駅まで在来線特急で約 60分）
名古屋方面から 東海道新幹線　東京駅経由
大阪方面から 東海道新幹線　東京駅経由
  空路　新潟空港経由　又は　羽田空港経由
福岡方面から 空路　新潟空港経由　又は　羽田空港経由

N I D へのアクセス
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長岡造形大学

原信宮関店

新潟県立
近代美術館

長岡赤十字
病院

大花火大会
打ち上げ

イオン長岡店

T-ジョイ長岡

リバーサイド千秋

長岡リリックホール

蓮潟交差点

ハイブ長岡

ホテルリバーイン

都道府県別学生数

北海道 22 青森県 16 岩手県 21 宮城県 24 秋田県 20 山形県 39 

福島県 49 茨城県 31 栃木県 22 群馬県 55 埼玉県 12 千葉県 7 

東京都 14 神奈川県 10 新潟県 253 富山県 77 石川県 24 福井県 25 

山梨県 13 長野県 69 岐阜県 20 静岡県 53 愛知県 12 三重県 3 

滋賀県 3 京都府 4 大阪府 17 兵庫県 13 奈良県 4 和歌山県 6 

鳥取県 6 島根県 2 岡山県 4 広島県 6 山口県 4 徳島県 3 

香川県 9 愛媛県 10 高知県 1 福岡県 6 佐賀県 2 長崎県 0

熊本県 12 大分県 6 宮崎県 10 鹿児島県 15 沖縄県 2 外国 2 

2018年 4月 1日現在

長岡市

新潟市

青森

札幌

秋田

山形 仙台

東京

金沢

大阪広島

福岡

名古屋

鹿児島

新潟県

福岡空港

中部国際空港

県営名古屋空港（小牧）

大阪国際空港（伊丹）

新千歳空港

新潟空港

至山形

至群馬

至福島

至富山

至長野

上越妙高駅
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