グラフィックデザイン学科 教員紹介 Department of Graphic Design Faculty

専任教員
Full-time Teacher

大貫 卓也 教授（学科長）

Yoshihiko Ueda

上田 義彦 教授

川口 清勝 教授

小泉 雅子 教授
Masako Koizumi

Naoki Sato

□ アートディレクションA
デザイン特論

□ 写真
デザイン特論

基礎デザインⅡ- B
□ アートディレクションB
デザイン特論

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A
□ アートディレクションD
デザイン特論
□ サイン・コミュニケーション論

□ グラフィックデザインD
デザイン特論

1980年多摩美術大学卒、博報堂入社。1993年

澤田 泰廣 教授

佐藤 直樹 教授

Takuya Onuki

Seijo Kawaguchi

写真 家。日本 写真協会作家賞、東京A DC 賞、

多摩美術大学GD科卒業。電通クリエイティブ

北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会

大貫デザイン設立。ペプシコーラ、日清食品

ニューヨークADC賞など受賞多数。代表作に、

局を経て、1999年TUGBOAT設立、現在に至

多摩美術大学美術学部デザイン科グラフィックデ

学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵

カップヌードル、ラフォーレ原宿、新潮文庫、と

ネイティブアメリカンの神聖な森を撮 影した

る。主な 仕 事 にマグライト、ペプシ桃 太 郎 、

ザイン専攻卒業。筑波大学大学院修士課程芸

画教場修了。1994年、
『WIRED』日本版創刊

しまえんなど多くのブランドコミュニケーション

『QU I NAU LT』、3 0 有余年の活動の集大成

N T Tドコモ
（ D o C oMo 2 . 0 /ひとりと，
ひとつ．

術研究科修了。京都芸術短期大学専任講師等

にあたりアートディレクターに就任。1998年、ア

を行う。CI計画としてJリーグ、2005年日本国際

『A Life wit h Ca mera 』など。2 0 21年 4月に

/STYLE 20）
など。東京AD C会員、NY ADC

を経て現職。著書『公共施設のサイン計画』
『むら

ジール・デザイン（現アジール）設立。サンフラ

博覧会など。カンヌ国際広告映画祭グランプリ

監督、脚本、撮影を務めた、映画『椿の庭 』
を

会員、LONDOND&AD会員、NY ONECLUB

の色まちの色』
（ 共著）他。設計「大阪国際平和

ンシスコ近代美術館パーマネントコレクション

など受賞多数。

公開。

会員。

センターサイン計画」他。

ほか国内外で受賞多数。

野村 辰寿 教授

服部 一成 教授

加藤 勝也 准教授（教務主任）

佐賀 一郎 准教授

高橋 庸平 准教授（教務副主任）

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A
□ アートディレクションE
デザイン特論
□ グラフィックデザイン原論

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A
□ タイポグラフィA
デザイン特論
□ ビジュアルデザイン基礎概論
□ ビジュアルデザイン論

基礎造形Ⅰ
基礎デザインⅠ
□ イラストレーションA
□ イラストレーションC
デザイン特論
イラストレーション原論Ⅱ

1976年生まれ。慶應義塾大学卒、美術博士（女

1981年千葉県生まれ2005年多摩美術大学大学院

Yasuhiro Sawada

Tatsutoshi Nomura

Kazunari Hattori

基礎造形Ⅰ
基礎デザインⅠ
基礎デザインⅡ-C
□ クリエーション
デザイン特論

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ-A
□ アニメーションA
デザイン特論
□ アニメーション原論

□ グラフィックデザインC
デザイン特論

1985年東京藝術大学美術学部デザイン科卒

1964年三重県出身。多摩美術大学デザイン科卒

ザイン科卒。主な仕事に、
「キユーピーハーフ」

業。サントリー（株）宣伝制作室を経て、1989年

業、1987年株式会社ロボットに入社。
CMディレクター

の広告、雑誌『真夜中』
『流行通信』、
「POLA」

澤田泰廣デザイン室設立。アートディレクター、

として活動後、
フジテレビ『ストレイシープ』
NHKプ

「三菱一号館美術館」のVIなど。毎日デザイン

及びグラフィックデザイナーとして活動。ADC

チプチアニメ『ジャム・ザ・ハウスネイル』などさま

賞、亀倉雄策賞、ADC賞、東京TDCグランプリ

最高賞、ADC賞、N.Y.ADC銀賞、TDC銀賞、

ざまな手法のオリジナルアニメーション作品、CM、

などを受賞。

IPT銅賞、JAGDA新人賞など受賞多数。

絵本、
イラストレーション、展示映像など幅広く手が

Katsuya Kato

1964年東京生まれ。東京芸術大学美術学部デ

1979年東京生まれ。2005年多摩美術大学大学
院修士課程美術研究科デザイン専攻修了。株
式会社ジャストシステムを経て2008年よりフリー
ランス。ブックデザイン・ウェブを中心に活動。
主な受賞に第46回造本装幀コンクール文部科
学大臣賞など。

ける。

Ichiro Saga

子美術大学）。共著『活字印刷の文化史』2009

Yohei Takahashi

博士前期課程修了。2019年同大学大学院美術研

年、編著『言葉のかたちとデザイン記録集』2013

究科博士後期課程修了、博士号取得。受賞：第12回

年/2014年、監訳・解題書にJ.ミューラー=ブロック

モスクワ国際グラフィックデザインビエンナーレGolden

マン『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生』

Bee賞（ロシア）
、
グラフィスポスター年鑑2021 金賞（ア

2018年など。

メリカ）他。

客員教員
Visiting Professor

葛西 薫

Kunio Kato

Kari Piippo

菊竹 雪

Kaoru Kasai

加藤 久仁生

カリ
・ピッポ

Atsushi Hirano

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- B
基礎デザインⅡ- C
□ グラフィックデザインA
デザイン特論

1 9 4 9 年 札 幌 生まれ。1 9 7 3 年（ 株 ）サン・アド

1977年鹿児島生まれ。2001年多摩美術大学グ

1945年生まれ。ヘルシンキのアートスクールで

日本デザインセンターを経て、株式会社コンパッ

入 社。サントリー、ユナイテッドアローズ、虎 屋

ラフィックデザイン学科卒業。
アニメーションや絵

学ぶ。卒業後ヘルシンキの広告会社に勤務。

ソ設立。1994年度文化庁派遣芸術家在外研修

などの 広告 制 作 およびアートディレクションの

本などを制作している。主なアニメーション作品

その後グラフィックデザイナーとして活 躍。

員。領域をこえたグラフィックデザインを手がけ

ほか、C I サイン計 画、映 画 演劇 の宣 伝 制 作、

に
『或る旅人の日記』
『 つみきのいえ』
『 情景』
な

1971年ユネスコ・ポスターコンクール第1位。

ている。主な受賞に、JAGDA新人賞、SDA大

パッケージデザイン、装 丁など 活 動は 多岐 。

ど。著書に絵本『つみきのいえ』、短編集『あとが

1990年ショーモンにおいてICOGRADA優秀

賞、グッドデザイン賞、海外では、D&ADイエ

近 作に
『 岩 松 了戯 曲集 19 8 6 ‒ 19 9 9 』
（リトル

き』
などがある。

賞、1990年メキシコ・ポスター・ビエンナーレ

ローペンシル賞、ブルネル賞など。東京都立大

1978年神奈川県生まれ。2003年多摩美術大学

モア）
、皆川明 挿 画 集『 本日の 絵 （
』 つるとは

第1位など受賞多数。

学教授。

平野 篤史 准教授

な）の 装丁が ある。著 書 に『 図 録

美術学部グラフィックデザイン学科卒業。2016

葛西薫

19 6 8 （
』A D P）
など。

年、デザインスタジオAFFORDANCE設立。
www.a ﬀordance.tokyo
主な受賞歴、TDC賞、経済産業大臣賞、SDA
賞、JAGDA新人賞など。

佐藤 可士和

竹中 直人

津山 克則

Katsunori Tsuyama

Takehiko Miura

1965年東京生まれ。多摩美術大学デザイン科卒

1956年3月20日生まれ。初監督作『無能の人』
が

19 7 7年多摩美 術大学デザイン科卒、松下電

1975年多摩美術大学グラフィックデザイン科

業。博報堂を経て「SAMURAI」設立。ユニク

ヴェネチア国際映画祭で国際批評家連盟賞、

器（現パナソニック）宣伝部に入社、一貫して家

ロ、楽天グループ、セブン-イレブンジャパン、国立

第 3 4 回ブルーリボン賞主演男優賞を受賞。監

電広告キャンペーン制作に携わる。2013年クリ

CRX代表取締役・株式会社TYO CR顧問ECD

新美術館、カップヌードルミュージアム等、CI、空

督作品は《119》
《東京日和》
《サヨナラCOLOR》

エイターズグループＭＡＣ代表取締役に就任。

を経て現在に至る。受賞歴 第一回CRオブザイ

《ゾッキ》など全 9 作 品に及ぶ。
また『シコふん

朝日広告賞、毎日デザイン賞、フジサンケイ広告

ヤー・電通賞・ACC・カンヌなど数多く受賞。

じゃった。』(92)、
『 EAST MEETSWEST』(95)、

大賞、カンヌ広告フェスティバルほか受賞。

Kashiwa Sato

間、商品開発まで幅広く手がける。文化庁・文化
交流使（2016年度）
としても活動。2021年春に
は国立新美術館にて「佐藤可士和展」を開催
し好評を博す。

Naoto Takenaka

『Shall we ダンス ?』(96) では日本アカデミー賞
最優秀助演男優賞を受賞。

三浦 武彦

卒業、同年株式会社電通入社。株式会社電通

Yuki Kikutake

必修科目

選択必修・選択科目
Elective Subject

Required Subject

非常勤講師
Part-time Lecturer

阿部 宏史

石浦 弘幸

Hirofumi Abe

Hiroyuki Ishiura

基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A

□ パッケージ・デザイン

早稲田大学第一文学部、バーゼル造形芸術大学ヴィジュアル
コミュニケーション科卒業。デザイン事務所を経て企画とデザイン
のためのスタジオprint gallery主宰。日本タイポグラフィ年鑑
エディトリアルベストワーク賞他。

伊藤 彰剛
Akitaka Ito

基礎造形Ⅰ
基礎デザインⅠ

上野 修

基礎デザインⅡ-C
□ 写真表現論
□ PBL科目 フォトグラム

石塚 元太良
Gentaro Ishizuka

基礎デザインⅡ- C

ワークショップ
Workshop

一倉 宏

Hiroshi Ichikura

□ 広告コピー論

1968年富山県生まれ。1991年金沢美術工芸大学大学卒業後

写真家。2004年日本写真協会賞新人賞受賞。2014年『PIPE -

1955年生まれ。筑波大学卒業後、サントリー株式会社に入

サントリーデザイン部に入社。缶コーヒーBOSSをはじめ様々な飲

LINE ICELAND/ALASKA』で東川写真新人作家賞受賞。

社、コピーライターとして勤務の後、独立。代表作に「うまいん

料のパッケージデザインに携わる。主な受賞：日本パッケージデ

2016年、Steidl Book Award Japanグランプリ受賞。2022年

だな、これがっ」「きれいなおねえさんは好きですか」「あ

ザイン大賞金賞・銀賞・銅賞日本タイポグラフィー大賞グランプリ

Domani展国立新美術館や、アーツ前橋（前橋市立美術館）

なたとコンビに」など。TCC最高賞ほか、受賞多数。

Pentawards金賞・銀賞など。日本パッケージデザイン協会理事。

など国内外の美術館で展覧会が予定されている。

えぐちりか

翁 拓史

Rika Eguchi

Osamu Ueno

教職関連科目

Teacher-Training Course

基礎デザインⅡ- B

Takushi Okina
立体造形 1
立体造形 2

小田 雄太
Yuta Oda

基礎デザインⅡ- C

1979年神奈川県生まれ。多摩美術大学GD学科卒業。イラス

1964年生まれ。1989年東京綜合写真専門学校研究科卒業。

アーティスト/アートディレクター。
多摩美術大学大学院卒業後、
電通

1998年多摩美術大学大学院美術研究科修了。翁拓史×富島修

主な仕事としてdiskunionリブランディング、COMME des

トレーターとして活動。挿絵に新聞連載小説「愉楽にて」
（林

1987年から1989年にかけて「TREND

'89現代写真の動向・

勤務。
絵本「パンのおうさま」
シリーズが日本と中国で出版。
主な仕事

司の2人からなるユニットRGB-LABORATORYにて企画、制作。

GARÇONS「noir kei ninomiya」、
「NewsPicks」UI・CI設計、

真理子著／日本経済新聞社）。絵本「まくらからくま」（作・

展」などの企画展・グループ展に出品。同じく1987年頃より、カ

にTOKYO2020パラリンピック閉会式、
「ARASHI EXHIBITION

Design＋ARTの視点から新たな商品価値を生み出す為に、作品

Panasonic100周年記念事業「100BANCH」など。

コジヤジコ／岩崎書店）を出版。TIS 会員。

メラ雑誌を中心に写真評論をはじめる。2013年、日本写真協会

JOURNEY 」、
PEACH JHON。
D&AD金賞、
JAGDA新人賞、

と商品・発表と発売・制作と生産等のボーダーラインを探っている。

学芸賞受賞。

ひとつぼ展グランプリ、
岡本太郎現代芸術賞優秀賞、
他。

柏 大輔

河合 雄流

岸 和弘

□ イラストレーションB

□ アートディレクションC

2010年多摩美GD学科卒。2017年同大学にて博士号取得。理論

1971年北海道生まれ。多摩美術大学卒業。株式会社電通

19 62年埼玉生まれ。198 4年多摩美 術大学グラフィックデ

1986年兵庫県生まれ。2010年多摩美術大学美術学部グラ

1979年東京藝術大学卒業後凸版印刷（株）入社。セールスプ

研究を活かした独自のイラストレーションポスターを制作し

勤務。主な仕事に、HONDA、凸版印刷、大成建設、電通VI

ザイン専攻卒。Huia Media Design、大貫デザインを経て、

フィックデザイン学科卒業。2012年同大学院修士課程美術研究

ロモーション系アートディレクターとして活動。2007年より同社

チェコ、ロシア、ウクライナ等の国際コンペティションで受賞。

制作他を制作。主な受賞にADC賞、ACC賞、D&AD、the

1997年MONK設立、現在に至る。広告、ロゴタイプ、パッケー

科デザイン専攻GD領域修了。同大学グラフィックデザイン学科

グラフィック・アーツ・センターセンター長就任。
2021年よりフ

ボリビアポスタービエンナーレ2019/2021国際審査員。

one show、Cannes Lions他受賞。ADC会員。

Daisuke Kashiwa

倉田 麻里
Mari Kurata

English
in Graphic DesignⅠ
English
in Graphic DesignⅡ

Takeru Kawai

小林 一毅

Ikki Kobayashi
基礎デザインⅡ- C

Kazuhiro Kishi
基礎デザインⅡ- B

金 晃平
Kohei Kin

基礎デザインⅡ-A

久保田 秀明
Hideaki Kubota

□ 印刷概論Ⅱ

ジ、エディトリアルデザイン等、アートディレクター、グラフィック

助手を経て。2018年よりフリーランスとしてグラフィックデザインに

リーランスとして、同社のクリエイティブディレクターを継続。

デザイナーとして活動。

携わる。

一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会参与。

齋藤 恵

坂本 真二

佐取 愛香

Megumi Saito
基礎デザインⅡ- C

Shinji Sakamoto
基礎造形Ⅱ

Aika Satori

English
in Graphic DesignⅠ
English
in Graphic DesignⅡ

立教大学理学部数学科卒業、同理学研究科数学専攻博士前

グラフィックデザイナー。1992年滋賀県彦根市生まれ。2015年多

千葉県生まれ。
多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業、
大貫

1957年東京都生まれ。1981年多摩美術大学デザイン科グラ

慶應義塾大学院文学研究科英米文学専攻修士課程を修了

期課程修了。立教大学文学研究科英米文学専攻博士前期課

摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ

デザイン、
株式会社ドラフトを経て2019年独立。
最近の主な仕事と

本部でのデザイナー勤務を経て2019年に独立。主な受賞に東

してヒトツブカンロ・C COFFEE・avax・慶應大学理工学部・三井

フィックデザイン専攻卒業。1981-1989年中延学園高等学校デザ
イン科教諭。1989年 - 坂本真二デザイン事務所を設立し、現在に

し、
同大学院同専攻の博士課程に在籍中。専門は19世紀イギリ

程修了、同博士後期課程満期退学。専門はアメリカ南部文学、
とくに南部ルネサンス以降の20世紀南部文学について研究している。

京TDC賞、
JAGDA新人賞。

ズについて研究している。

真田 敦

Atsushi Sanada

□ CMディレクション

末正 真礼生
Mareo Suemasa

基礎デザインⅡ- C

不動産など。広告・ロゴ・パッケージデザイン・ブランディングなどを

至る。主な仕事はNHKの語学テキストや単行本などのブック

中心に活動。

デザイン。

鈴木 愛美

竹下 直幸

Aimi Suzuki

English
in Graphic DesignⅠ
English
in Graphic DesignⅡ

Naoyuki Takeshita
基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A

1956年生まれ岐阜県出身。多摩美術大学卒。同大学グラフィッ

立教大学文学部卒業、
立教大学大学院、
東京大学大学院にて

1970年埼玉生まれ。1993年多摩美術大学グラフィックデザイ

（株）TYOを経て映像ディレクターとして独立。CM：サント

クデザイン専攻写真研究室勤務。出版、編集プロダクションを

修士号を取得後、現在東京大学大学院人文社会系研究科博

ン専攻卒。モリサワを経て1998年タケノコ・デザインルーム

リー天然水、BIG10億円、キンチョール、JR東日本など。映

経て現在フリーランスカメラマン。現代美術作品を主に撮影。

士課程に在籍。専門は19世紀後半〜20世紀モダニズム期の北

設立。書体デザイナー。1993年モリサワ国際タイプフェイス

米文学。

コンテスト銀賞。「竹」「イワタUD新聞明朝」「みんなの文

1963年倉敷生まれ。1988年多摩美術大学デザイン科卒業。

画：「ホノカアボーイ」など。

スの小説と文化。特に、
チャールズ・ディケンズやウィルキー・コリン

田中 美帆
Miho Tanaka

□ ソーシャル・デザイン論Ⅰ
□ ソーシャル・デザイン論Ⅱ

Royal College of Art 卒業。株式会社cocoroé代表。主な仕事：
motherjuice(GOOD DESIGN賞)、びゅー VIEW ビュー展
(江副記念財団)、みんたま横断歩道会議(警視庁)

字」等。

茅野 直美
Naomi Chino

基礎造形Ⅰ
基礎デザインⅠ

長澤 昌彦

Masahiko Nagasawa
基礎デザインⅡ- C

中村 仁美

西井 育生

□ 印刷概論Ⅰ

□ デジタル・
クリエイティブ論Ⅰ／Ⅱ
ワークショップ 3DCG

Hitomi Nakamura

2 0 0 7年武 蔵野美 術大学 視覚伝 達デザイン学科卒業後凸

Ikuo Nishii

西岡 仁也

Yoshiya Nishioka
基礎造形Ⅱ

2002年多摩美術大学GD学科卒業。広告代理店にてクリエイ

1976年神奈川県生まれ。20 01年多摩美術大学GD学科卒

1965年広島県出身。株式会社ロボットのテクニカル・スーパーバ

2004年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業、2006年

ティブディレクター、
コミュニケーションディレクター、
アートディレク

業。鈴木守デザイン室を経て独立。詩集『トットリッチ』の装

版 印刷（株）
入社。入社以来印刷表現を極める企画展「グラ

イザーとして、
CF、
PV、
アニメーション等の作品制作に携わった。

同大学院修了、その後同学科研究室助手を経て2012年より筑

ターとして広告制作に携わる。2020年、
「食」
をテーマとしたイラ

幀が「世界で最も美しい本コンクール2014」で栄誉賞を受賞。

フィックトライアル」企画・制作・運営を長年担当。プリンティン

また映像技術を扱った書籍や記事の執筆、CG-ARTS協会で

波技術大学総合デザイン学科助教。大学院以降地図や視

ストレーターとして独立。
ご馳走イラストレーターとして活動中。

German Museum of Books and Writingに収蔵される。

グプランナーとして印刷表現を中心とした企画提案や広報活動

検定試験問題やテキストの監修、
編集を担当している。

覚伝達に関する研究や制作を行っている。

守先 正

山崎 茂

など幅広く活動している。

洞口 祐輔

Yusuke Horaguchi
基礎デザインⅡ-A

1980年静岡県生まれ。2007年多摩美術大学大学院デザイン

水江 未来
Mirai Mizue

□ アニメーションB

村松 理恵

Rie Muramatsu
English
in Graphic DesignⅠ
English
in Graphic DesignⅡ

Tadashi Morisaki
基礎造形Ⅱ
基礎デザインⅡ- A

Shigeru Yamasaki

□ PBL科目
パッケージデザイン基礎

2 012年3月、昭和女子大学大学院文学 研究科英米文学専

1962年兵庫県生まれ。筑波大学芸術専門学群卒業、筑波大

1987年多摩美術大学デザイン科卒業。1992年より(株)コー

攻博士後期課程を経て、シェイクスピアを専門に研究し、台

学大学院修士課程芸術研究科修了。花王株式会社（作成

セー所属。プロダクト、広告宣伝、売場まで、すべてのデザイン

詞、言語からimageryの世界について論文を執筆中。現在に

部）、筑波大学芸術学系助手、鈴木成一デザイン室を経て、

に携わる。現在、宣伝部クリエイティブディレクター。2012年よ

至る。

1996年モリサキデザイン設立、現在に至る。

りJPDA理事。

員 国際アニメーション学会会員。

アニメーション作家。2007年多摩美術大学大学院美術研究
科デザイン専攻修了。ヴェネチア国際映画祭、ベルリン国際映
画祭で正式招待上映。アヌシー国際アニメーション映画祭で
は音楽賞とCANAL+Creative Aid賞を受賞。世界４大アニ
メーション映画祭ノミネートなど。

山﨑 泰治

山本 政幸

ヤンス・フィンケ

専攻GD領域修了。2013年にLunch Box Studiosを設立。CM
やTV等のアニメーション制作に携わる。2018年よりディーキ
ン大学(メルボルン) 博士課程在籍。日本アニメーション協会会

Taiji Yamazaki
基礎デザインⅡ- C

Masayuki Yamamoto

□ タイポグラフィB

Jens Vinke

English
in Graphic DesignⅠ
English
in Graphic DesignⅡ

写真家。東京ビジュアルアーツ専門学校中退後、スタジオ

1967年生まれ。1995年に英国レディング大学大学院に留学

1999年に来日。来日前は香港、イギリスでNGOやホテルで

モーリス六本木を経て2003年上田義彦氏に師事。2008年独

後、筑波大学大学院博士課程単位取得退学。欧文タイポグラ

様々な国の人たちと仕事をする。その後、都内の語学学校で

立。近年の主な仕事:S oft Bank｢5 G｣､Suntory｢CR A F T

フィの理論と実践について研究。現在は岐阜大学准教授。日

英語を教える。多摩美術大学で教えるのは今年で13年目に

BOSS｣､ホテルオークラ東京､雑誌｢CUT｣､｢SWITCH｣､｢週

本デザイン学会、意匠学会、デザイン史学研究会会員。

なる。

刊文春｣

