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作品タイトル：
「ふらっとすとりーと」
都市計画の授業で制作した模型で
す。人が思わず立ち寄りたくなる
ストリートを考えました。

石橋  都　イシバシ  ミヤコ建築・環境デザイン学科　 3 年神奈川県　逗子高等学校

NID の印象
全てが想像以上でした。キャンパスはもちろん、正面入口
に並ぶかつら並木は圧巻でした。
四季の移ろいを感じられる NID はデザインを学ぶ人にとっ
て素晴らしい環境だと思います。

長岡の印象
雪の多さに驚かされました。経験したことのない量の雪が何
日も降り続いたときは興奮して何百枚もの写真を撮りました。

高校生へのメッセージ
外国語に力を入れて勉強すると良いと思います。図書館にあ
る専門書は外国語の本も多くあるので、言語の壁が無くいろ
いろなものが読めれば世界が広がると思います。

デ大生 1 7 人の生活。それぞれお気に入りの場所で
撮影しました。

デ 大生 17人の日々

作品タイトル：「雨開の輝き」
基礎造形実習の色彩の授業で制作
しました。テーマを雨と設定し、
構図やカラー、色の透過や調和を
考え、テーマに沿って作品を制作
しました。

NID の印象
デザインに特化していてキャンパスにはデザ
インに触れる機会がたくさんあり、作品制作
の際には意欲をかりたてられる環境が整って
います。

高校生へのメッセージ
良い作品をたくさん見ることで自分の作品に
活かせる部分を見つける力が身に付きます。
高校生のうちにも、時間を見つけて美術館な
どに行くことをおすすめします。

授業以外の活動
バスケットサークルに所属しています。活動
は週に 1 回で息抜きや気晴らしに最適です。
サークルではバーベキューなどもあり、先輩
とも交流ができます。

山﨑  真由　ヤマザキ  マユ建築・環境デザイン学科　 1 年新潟県　新潟工業高等学校01
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NID の印象
のんびりしていて、広くて緑に囲まれ
ていて、とても居心地が良いです。の
びのびとした空間でデザインを勉強で
きることが NID の最大の魅力だと思い
ます。

長岡の印象
富山も雪がたくさん降りますが、長岡
はもっと降ります…冬の鉛色の空と、
晴れた日の銀世界のギャップがキレイ
で長岡の冬は好きです。あとお米がす
ごくおいしい！

作品タイトル：「AEGIAN WIND」
パッケージデザイン演習で制作した
アロマグッズのパッケージ作品です。
頭に浮かんだイメージをそのままカタ
チにすることが上手くいった作品で、
楽しくてどんどん手を動かした思い出
の作品です。

松田  明莉　マツダ  アカリ視覚デザイン学科　 4 年富山県　富山第一高等学校

高校生へのメッセージ
高校生にしかできないこと（部活とか）を
全力でやっておくのが大事だと思います！
大学生は（とくに NID 生は）意外と時間
がありません…全力でやって、失敗するの
も大事です！

永井  樹里　ナ
ガイ  ジュリ

視覚デザ
イン学科

　 1 年

鹿児島県
　松陽高

等学校

NID の印象
キャンパスがかっこいいです。
施設が整っていて、授業では基
礎から教えてくれます。

日々の生活の感想
高熱で倒れたとき、友人が助け
に来てくれて、すごくありがた
かったです。

高校生へのメッセージ
英語の勉強は重要だと思います！

作品タイトル：「デッサン」
基礎造形実習の課題です。円錐がレモンを攻撃
しているイメージ
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作品タイトル：「のび～る」
2 年生前期の作品。テラコッタと
ピューターという異素材を組み合
わせて構成。今回のテーマは「動き」
で、私は“伸びる”動きを表現し
てみました。

NID の印象
レストラン近くのギャラリーが
とても好きです。いつも作品が
展示してあって飽きません。

長岡の印象
やっぱり雪です。一面真っ白で
驚きました。消雪パイプは画期
的だと思います。

高校生へのメッセージ
たくさん美術館に行ったり、読書などをして自分の蓄えを持っておくことかな。やら
なかったことを後悔しています。

泉  香織　イズミ  カオリ
美術・工芸学科　 2 年
埼玉県　伊奈学園総合高等学校

NID の印象
はじめて大学を見たとき「美術館みた
い！」と感じました！

林  裕子　ハ
ヤシ  ユウコ

視覚デザ
イン学科

　 3 年

富山県　
南砺福野

高等学校

高校生へのメッセージ
どの授業においてもデッサンは自分を
助けてくれる力になります。常にまわ
りのものを観察すると良いと思います。

私の秘密…
お酒が大好きです。マイ枡を持ってい
て、よく日本酒を枡で飲みます。節度
を持って飲めばお酒はとても良いもの
です。

作品タイトル：「折り紙カレンダー」
全 48 枚のカレンダーです。カレンダーに立体感、奥行き、
動きを持たせようと制作しました。

NID の印象
キャンパスがキレイです ! !

日々の生活の感想
課題に追われる日々だけど楽しいです！一人暮
らしだからこそ気軽に友達を呼んで遊べるのも
楽しいです。

高校生へのメッセージ
興味のあるものなんでもいいからハマってみ
てください。

作品タイトル：「セラピー公園」
セラピー公園とは、人が休んで安らいでいけるような工夫をし、新しい
コミュニティや人の活気が出るようにと願いを込めた公園です。
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作品タイトル：「小さな世界」
海を進むある船、電波塔そびえるある
街、男が暮らすある星、それぞれに共
通した真実とは。世界の有り様に疑問
を投げる、三位一体のフリップブッ  

ク。「視点の変化による驚き」をテー
マに制作したものです。まだ上手く
いっていないところもありますが、私
のお気に入りです。

NID の印象
入学当時は、おしゃれなキャンパスだなー
と感心していました。学生は、芸術系大学
だけに“変人”は多いかもしれません（笑）

高校生へのメッセージ
自分がやりたいこと・好きなことに理由なんて要りません。考えれば考えるほど「自
分には向いてないかも」とか「本当に好きなのか」とかで右往左往して時間を浪費し
てしまいます。大それた志望動機なんて後付けで十分！楽しい・うれしい・好き・心
地いい、そういったシンプルな気持ちに素直になっていいんじゃないと、自分に言っ
てあげたいです（笑）

私の秘密
秘密にしているわけではないですが、大の
唐揚げ好きです！このあいだ知人に驚かれ
たので（笑）ベジタリアンだと思われてい
たらしいです。ベジタリアンっぽいですか？

久保埜  凌　クボ
ノ  リョウ

視覚デザ
イン学科

　３年

新潟県  上越総合
技術高等

学校

関  佳央子　セキ  カオコ建築・環境デザイン学科　 2 年
新潟県　新潟南高等学校



鋳山  夏奈　イ
カケヤマ

 カナ

視覚デザ
イン学科

　 2 年

石川県　
羽咋工業

高等学校
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NID の印象
デザインを基礎から幅広く学べ
ます。学内展示やランドスケー
プなど、デザインに囲まれた環
境で勉強できます。

NID の印象
学生、先生問わず、とにかく個性的
な人が多いです。良き仲間であり、
ライバルであり、お互いを高め合う
ことができる、そんな人間関係を築
ける場所だと思います。

作品タイトル：「透明」
基礎造形実習の紙立体の課題で制作し
た作品です。空気の流れをイメージし
て制作しました。透明な空気を表すた
めに繊細な線の集まった幾何図形を用
いて立体にしました。

作品タイトル：「むし食いりんご  let ter  set」
「りんご」がテーマの課題で制作したものです。リンゴ型の封筒にむし食いの跡の
シールを貼り、中を開けると芋虫型の便せんが入っているというストーリーを持た
せたレターセットを制作しました。

遠藤  瞳   エンドウ
 ヒトミ

建築・環
境デザイ

ン学科　
1 年

静岡県　
科学技術

高等学校

高校生へのメッセージ
私はアドミッションオフィス入
学試験で入学しました。面接な
どでアピールできる作品や実績
があると良いと思います。また、
将来どのような職業に就きたい
かなど具体的に考えておくべき
です。

高校生へのメッセージ
高校生のころにもっと作品制作をし
ておけばよかったと思います。大学
では発想力や表現力が求められるの
で、自主制作を通じて少しでも身に
つけると良いと思います。

授業以外の活動
卒業アルバム編集委員会に所属して
います。授業ではなかなか関わるこ
とができない他学年の人たちと交流
ができるのは楽しいです。

作品タイトル：「Arabesque」
唐草をモチーフに銀とガラスを組み合
わせて制作したネックレスです。

NID の印象
個性豊かな人ばかりで毎日楽
しく過ごしています。

授業以外の活動
サークル活動では他学科や他学
年の人と交流ができ、意見交換
もたくさんできます。そこで得
た意見は作品制作に活かしてい
ます。

石山  恭兵　イ
シヤマ  キョウヘ

イ

美術・工
芸学科　

4 年

新潟県　
新発田南

高等学校

高校生へのメッセージ
スケッチなどで、“もののか
たち”や構造を理解する力を
つけておくと“ものづくり”
が一層楽しくなると思います。

授業以外の活動
長岡の小国という地域の森林公
園プロジェクトに参加していま
す。プロジェクトを通して、地
域の人と関わりを持てたり、他
学年の人とアイデアを出し合っ
たりと良い経験になります。

NID の印象
アクティブな人が多いこと！入学以前
は、少人数制であることから、　少しこ
じんまりした学校なのかと思っていま
した。実際に入学してみると、積極的
な先輩や同級生が多く、そういった人
たちの姿は、自分自身への刺激にもなっ
ています。

藤原  みのり　フジハラ  ミノリ

プロダクトデザイン学科　 1 年

北海道　釧路湖陵高等学校

高校生へのメッセージ
時間に余裕があれば、デッサンなどを少しでも経験しておくことをおすすめしま
す。触れておくだけでも、かなりスタートが違うと思います。

日々の生活の感想
NID に入学したことで、好きなことや興味のある分野がとても近い友達ができま
した。ファッションや映画や音楽など、学びたいことから趣味のことまで、楽し
く話せることがとても楽しい毎日です。

作品タイトル：「グライダー」
基礎造形実習で制作したグライダーです。授業の最後にみんなで外で飛
ばしたりと、とても楽しかったので思い出に残っています。
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坂本  陵紀　サカモト  リョウキ
建築・環境デザイン学科　 2 年
兵庫県　淡路三原高等学校

朝倉  香　
アサク

ラ  カオ
リ

美術・
工芸学

科　 3 年

群馬県
　高崎

北高等
学校
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NID の印象
先生と学生の距離が近い！親切でとっ
ても話しやすいです。

高校生へのメッセージ
自分が好きといえるものを見たり、触れたりしてくればよ
かったと思います。
あとは、デッサンをもっと練習しておけば良かったです。イ
メージするものを絵にできないとイライラします…

私の秘密…
2 ケタのたし算ひき算は筆算します…

NID の印象
大学生は全般的に遊ぶイメージでしたが課題が多くなって遊
べなくなりました（笑）
でも、好きなことをずっと考えて学べるのでとても充実して
います。

日々の生活の感想
課題と家事の両立が大変です。遅くまでア
トリエで作業をしているとどうしても外食
が多くなってしまいますが、友人と一緒に
いられる時間が多いのは嬉しいです。

高校生へのメッセージ
自分のこだわりや好きな
ことを見つけること！作
品を制作する際に、自分
らしさが重要な武器にな
ります。

作品タイトル：「雨」
3年生の一番初めの課題。
吹きガラスなどの技法を
使い、雨の日に使いたく
なるグラスをコンセプト
に制作しました。

NID の印象
緑が多いため、季節によってキャンパス全
体が異なる表情を見せるところが魅力的で
す。かつら並木を通るのが私のささやかな
楽しみです。

NID の印象
おもしろい人がたくさん。先生から
も学生からも刺激を受けています。

高校生へのメッセージ
自分の好きなことに一生懸命
取り組んでほしいです ! !

私の秘密…
後ろはやぶさ跳びできます ! !

高校生へのメッセージ
自分の足で見に行こう！
とりあえず、いろんなものを見に行って自分の世界観
を広げるとやりたいことも見えてくると思います！

私の秘密…
ごりらを飼育しています。ガチです（笑）

作品タイトル：
「ねがはくは花の下にて春死なん　そのきさ
らきのもちつきのころ」
布、毛糸、綿を使い春に感じるうやむやな想
いをインスタレーションで表現しています。

作品タイトル：「スキマに挟む新しい収納の提案」
ソフト PVC の空気を入れられるという特徴を活か
し、空気の間に形や向きを気にせず小物を収納でき
ます。本体を透明にして物自体を見せる新しい壁掛
け収納です。

作品タイトル：
「Riot Girrrrrl（ライオットガール）」
可愛らしさのなかにも毒のある少
女性を服におとしこみました。90
年代のガーリーカルチャーから影
響を受けました。

高校生へのメッセージ
受験勉強はあきらめずしっかり
と！デザインや芸術の世界に触
れておくといいかも！

日々の生活の感想
建築・環境デザイン学科
は予想以上に課題が大変
で締切前は徹夜が多いこ
とです。一人暮らしをす
ると、自分の成長を感じ
られます。

作品タイトル：
「LANDSCAPE_GREEN_PARK」
馬高・三十稲場遺跡の公園整備計画。
五感を使って遊べるレクリエーション
公園として提案しました。

NID の印象
入学前はキャンパスが素
晴らしく、オシャレで先
進的な印象がありました。
入学後は教授陣が素晴ら
しい人ばかりで、色々な
分野のデザインが学べる
ことに気付きました。

本間  菜々美　
ホンマ  ナナミ

プロダク
トデザイ

ン学科　
4 年

新潟県　
見附高等

学校

青山  祥廉　アオヤマ  ショウレン

プロダクトデザイ
ン学科　 3 年

山形県　羽黒高等
学校

横尾  汐理　ヨコオ  シオリ

プロダクトデザイ
ン学科　 4 年

長野県　小諸商業
高等学校
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TOPICS

J A G D A学生グランプリ 2 0 1 5  受賞

「 JAGDA 学生グランプリ 2015」で審査員賞 2 名、入選

11 名の合計 13 名が受賞・入選しました。

【審査員賞】菊池敦己賞　髙橋佑佳　　「を！！」

【審査員賞】永井一史賞　羽下みのり　「 Japanese Gir l」

長岡造形大学×村上市観光協会  共同制作 B O O K  「むムｍ」

長岡造形大学 × 村上市観光協会「村上広域観光ブランディング・デザイン研究会」による村上観光

BOOK「むムｍ」が 5 月 21 日（木）に発売されました。

菊池敦己賞「を！！」
髙橋佑佳

永井一史賞「 Japanese Girl」
羽下みのり

June 2015

長岡市合併 1 0周年
ロゴマークを学生がデザイン

長岡市合併 10周年ロゴマークのデザインに視覚デザイン

学科の松井美楠子さんのデザインが採用されました。合併

した 11地域の個性と輝きを表現し、11色をバランスよく

配置したロゴマークです。

キャッチフレーズの「あなたの長岡　わたしの長岡　～ 11

地域の個性が醸し出す豊かなハーモニー～」とともに、合併

10周年関連の印刷物・バッチ等に使用されます。

長岡市合併 10 周年ロゴマーク

MaRou の杜     撮影：山下秀之

長岡造形大学 × 村上市観光協会共同制作 BOOK「むムｍ」

ポーランドポスターの巨匠 in 長岡
（Graphis  Poster  Annual  2016　ゴールドメダル）

April 2015

G r a p h i s  コンペティション受賞

「Graphis Social & Political Protest Posters」および

「Graphis Poster Annual 2016」で視覚デザイン学科の御法

川哲郎准教授が年鑑に掲載されます。世界中から応募のあっ

たポスターをコンペティションで厳選し、掲載する世界で

最も権威あるデザインの年鑑です。

June 2015

第 1 5回 J I A環境建築賞優秀賞
（一般建築部門）　受賞

長岡造形大学の展示館 MaRou の杜が「第 15 回 J IA 環境

建築賞優秀賞（一般建築部門）」を受賞しました。設計者で

ある建築・環境デザイン学科の江尻憲泰教授、山下秀之教

授と建築主である長岡造形大学がそれぞれ受賞しました。

May 2015

May 2015

J I A全国学生卒業設計コンクール 2015

審査員特別賞受賞

「JIA 全国学生卒業設計コンクール 2015」で佐藤圭真さん

が審査員特別賞（佐々木賞）を受賞しました。また、「第

17 回新潟県内大学卒業設計コンクール 2015」では 4 名が

出展し、見事全員が金賞・銀賞・銅賞・特別賞を受賞しました。

佐藤圭真　「槌の音 , 人の音 , 街の音」
－産業縮小の「工場の街」から、街にオト響く刷新の「こうばまち」へ－

June 2015

長岡ホノルル平和交流記念事業
Message of Peaceキービジュアル完成

長岡ホノルル平和交流記念事業の取り組みで、平和へのメッ

セージを発信しようと、長岡の子どもたちが「絵」と「体」

で長岡花火を表現しました。

視覚デザイン学科の長瀬公彦教授、山田博行准教授の指導

のもと、学生 57 名が制作協力をしました。

Message of  Peace キービジュアル

July 2015
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