


設置科

 デザイン・アート科　3 年制
就職や起業活動は卒業の1年前から始まります。入学
後2年間で集中してビジネススキルを獲得します。

 高度デザイン・アート科　4 年制
大学院進学の可能性も視野に入れて、自分の進路に合
ったクリエイティブスキルを4年間で獲得します。

 高度デザイン・アート科編入学　2年
クリエイティビティーが必要とされる仕事に就くための
ビジネススキルを3年次から2年間で獲得します。

 デザイン・アート夜間コース（2018年6月開講予定）

リカレント教育として、キャリアアップのために必要
なクリエイティブスキルを短期2ヵ月で獲得します。

ゼロからはじめて
プロになる

ゼロワーク®・プログラムでは、何が問題で何が解決
方法なのかわからない「ゼロ地点」から価値のある商
品やサービスをデザインすること、つまりクリエイテ
ィブ（創造活動）の方法を学びます。
他にもゼロワーク®の「ゼロ」にはいろいろな意味が
あります。
経験豊富なデザイナーやアーティストが、初心に戻
って物事を観る「ゼロ視点」。
初心者が、その長所である自由な発想を制限するこ
となくアイディアを積み上げる「ゼロ発想」。
ゼロワーク®・プログラムでは、クリエイティブをロ
ジカル（論理的）に学び、そのプロセス（経緯）を繰
り返し実地で体験することで頭だけではなく身体で覚

えていきます。なぜなら実際の仕事では、教師に質問
をしたり、参考書を開いて調べたりする場面はないか
らです。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）は、文部科学大

臣より「職業実践専門課程」の認定を受けています。
全ての授業が社会に在る問題の発見、および解決を最
終的な目的としてカリキュラム・マネジメント（授業
編成）されており、3年という短い期間の中で、効果
的にクリエイティブを学べます。OCHABIはクリエイ
ティブを論理的に思考し、実践する能力を育成するこ
とで、全ての職業にクリエイティビティー（創造性）が
有効であることを、卒業生の進路実現を通じて証明す
る活動を行っています。

クリエイティブを企業や起業活動、フリーランスの仕事に活かす
「実学」中心の授業編成「ゼロワーク®・プログラム」
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Insight：洞察
Analysis：分析
Research：調査

Vision：目的
Concept：方針※

Trial：試行

※Conceptは直訳で「概念」ですが、OCHABIでは「制作意図」、
　チームで共有する「方針」と定義付けています。

C O N T E N T S

御茶の水美術専門学校

※ 御茶の水美術専門学校は、文部科学大臣より「職業実践専門課程」
の認定を受けています。
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就職活動（3月～）

2年次 3年次 卒業入学

●＝プレゼンテーション（グループワーク）  ＝プレゼンテーション（チームワーク）  ■＝ 卒業制作

就職活動（3月～）

2年次 3年次 4年次 卒業入学

●＝プレゼンテーション（グループワーク）  ＝プレゼンテーション（チームワーク）  ■＝ 卒業制作

就職活動（3月～）

編入学 4年次 卒業

●＝プレゼンテーション（グループワーク）  ＝プレゼンテーション（チームワーク）  ■＝ 卒業制作

※2019年度 編入学の方は高度イラストレーション科となります。 
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小学校から吹奏楽でマーチングバンドに励んでいた私は、そのまま吹奏楽部が有名な高校へ
進学しました。部活動では6：45きっかりに始まる朝練に加えて、夜練というのもあって、遅
い時だと22：00まで練習していました。さらには学校行事への遅刻などもカウントされていて、
部活動の全体集合の時に下級生から手を挙げて「遅刻をして大変申し訳ありませんでした!」と
謝罪しなければいけなくて、毎日、冷や汗も含めて汗をダラダラかいていました。それでも私
は3年間部活動に没頭し、私たちの世代は全国も含めて主要な大会で全て金賞を取りました。今
の進路を意識するようになったのは、2年生の時に吹奏楽部の大会選抜チームに落選した時期
でした。ちょうど同時期に部活内でイラストコンテストがあって、1位を取れてしまったんで
す。3年間毎日練習をしても選ばれない事もあれば、美術の授業を履修していなくても無意識
に描いて選ばれてしまうこともある。それに気付いた私は、自分に向いている事でチームや社
会に貢献しようと思いOCHABIに決めました。

OCHABIで最も印象に残っているのは産官学連携授業でサンシャインシティの「40周年に向
けて、あなたが遊び尽くせるサンシャインシティになるには」という出題にチームで取り組ん
だ時の事です。最初はクライアント受けしそうなアイディアに理由を付けるためのマーケティ
ングをして、当たり障りのない無難な企画を立てていたのですが、なんだかみんな「やらされ
ている感」が強すぎて行き詰ってしまいました。その時、メンバーのひとりが「素直に自分た
ちがやりたいことをやればいいんじゃない?」と指摘してくれて、私たちは改めて「自分たち」
がターゲットだった事を思い出して、プレゼンテーションでは自分たち自身が本当に実現した
い「イケメンキラキラアイドル」を提案しました。その結果、自然とマーケティングも充実し
て説得力のある企画を提案することが出来ました。他にも「アドバタイジング」という授業で
は、毎回、自分だけでは考えもしなかった事とか、日常に在るけれど見ていなかった事に気付
く事が出来て、他人から意見を引き出す事や、自分の意見を論理的に説明して共感を得ること
がいかに大切なのかを学ぶ事が出来ました。

現在は、アロワナという会社でアバターゲームのデザインにおける品質や進行管理の仕事を
しています。学生時代にデザイナーのアルバイトをしていて、その時に、ただデザインを起こ
すだけでは視野が狭くなると思い、将来はデザインをチェックするディレクターを目指した方
がもっと広い範囲でクリエイティブに関わる仕事が出来るようになるのではないかと考えてい
たのです。実際に今の仕事ではその性質上、物理的にもデザイナーを越えるクリエイティブを
見ることが出来ます。こうした経験で私が実感した事は、業務内容や部署の違いによって適切
なコミュニケーションの方法は違うという事でした。そこで私は、例えばデザイナーに私自身
や関係部署からの意見を伝える際には、何をどう変えてほしいのかを簡潔にまとめた画像を用
意し、コミュニケーションが円滑に進むよう心掛けています。伝えるためのデッサンも含め、
OCHABIでの学びは本当に役に立っています。

デザインアート思考™では、みなさんの創造的な感
覚（クリエイティビティー）を論理的（ロジカル）に
組み立て、仕事仲間と情報を正確に共有するための方
法を実地で学びます。例えば「かっこよく」とか「も
っとかわいく」とか、私たちは普段から何かと感覚的
に物事を伝えがちです。仕事をする場合、例えフリー
ランスであったとしてもひとりで出来る仕事はありま
せんので、「どうかっこよく」すればいいのかを関係者
に具体的に伝えなければ、仕事のパフォーマンス（業
績）を上げることは出来ません。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）には産官学連携

デザインアート思考™

デザイナーやアーティストの仕事にこそ必要な
ロジカルシンキング（論理的思考）

濱野侑奈
アロワナ株式会社
アバター制作進行管理
2017年卒業

（産業界や官公庁と連携して進める授業）の事例や企業
研修（企業の社員を指導する授業）の知識と経験が豊
富にあります。私たちがこうしたビジネスパートナー
から学んだことは、実社会でいかにコミュニケーショ
ン能力の高さが必要とされているかです。
デザインアート思考™は、みなさんのコミュニケー
ション能力を実際に仕事ができるレベルにまで向上さ
せます。ここでは、自分自身で問題を発見すること、
問題の本質を見極めること、よりよい解決の方策を繰
り返し検証すること、方策がなければ自ら創造するこ
とを習得していきます。
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

 ▶デザインアート思考™

OCHABIの授業は、企業や行政機関などによる問
題提起（Orientation）から始まります。その後、
課題設定のための実地調査（Research）、情報分
析（Analysis）、気付きの洞察（Insight）といっ
たマーケティングを行い、課題解決のための目的
の掲示（Vision）、開発方針の設定（Concept）、新
規提案の有効性を検証する試行錯誤（Trial）とい
ったプランニングを経て、学生による新規商品企
画の提案（Presentation）へと進みます。

吹奏楽部に熱中していた私、イラストコンテストで
やりたい事と向いている事の違いに気付いた。

高校時代の私

感覚だけではクリエイティブは出来ない、
自分の実感を論理的に説明する必要性を学んだ。

OCHABIで
学んだこと

プロジェクトの進め方やコミュニケーションの交し方、
チームワークでの経験が活きている。

現在の私
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「産官学」とは「産」は産業、つまり企業を指し「官」
は官公庁、つまり行政機関を指し「学」は学校、つま
り教育機関を指します。産官学連携授業は、学生が学
外の営利、非営利組織を代表する社会人たちと実際に
コミュニケーションを取りながらその課題発見や課題
解決に取り組む授業です。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）の産官学連携授

業は、必修授業であり、選択授業やワークショップ、
コラボレーション企画ではありません。春夏秋冬合わ
せて年4回の成果発表会が行われ、ここではクライア
ント（依頼主）と呼ばれる企業や行政機関の関係者と
学生との意見交換がライブで行われます。
この授業を通じて、連携する企業や行政機関の考え
方を深く知る業界研究や、連携先の社会人と交換する
ビジネスメールの書き方、更には事務所でヒアリング
を行う際に必要となるビジネスマナーとコミュニケー
ション能力や自分の考えを的確に相手に伝えるプレゼ
ンテーション能力など、就職活動や起業活動、あるい
はフリーランスで役立つ多くの能力を実践で身につけ
ていきます。

産官学連携授業とその出題
社会を想定した課題ではなく、
実際に社会に存在する課題に挑戦する

2017年度産官学連携課題一覧（五十音順）

Design Art Thinking

• アルパインツアーサービス株式会社
学生生活で経験してみたい海外の自然体験とその紹介の方法とは

• 株式会社一球
若者をターゲットにした球場で販売する
新しい応援グッズ・お土産の商品開発、その販売展開とは

• 株式会社オートバックスセブン
オートバックスセブンが若者に支持されるには、
どのような新卒採用ツールが考えられるか

•キリンビバレッジ株式会社
生活者の心に響き、背中を押し、
キリンビバレッジ商品の選択率を上げる方策とは

• 株式会社ジェイアール東日本企画
改札を通過する鉄道利用者のスマートフォンに
どのような情報を発信すればよいのか

• 株式会社資生堂
若年層のメーキャップに対するモチベーションを高めることを
目的に、その商品選択・購買に深く関与し、
資生堂のリーダーシップを回復する手立てとは

• 大正製薬株式会社
若者とリポビタンDの接点（飲用機会）を増やすことを目的と
したコミュニケーション表現を4P視点から考え具現化するには

• 千代田区役所
男女平等の意識を高め、その実現を推進する為のPR提案とは

•ピジョン株式会社
学生や未婚の人向けに、ピジョンのブランド認知を上げるには、
既存の販売チャネル以外でどのような販路を拡大するべきか

• 株式会社マルエツ
5年後の食生活を考えたとき食を軸としたビジネスは
どう変わるべきか

• 森ビル都市企画株式会社・丸善雄松堂株式会社
街に「まなび」を広げる書店とは

• 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
ユネスコ活動への効果的、且つ継続的な募金収集方法の提案とは

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

OCHABIの授業は、企業や行政
機関などのクライアント（依頼
主）からの相談が短文にまとめ
られて出題（Orientation）され
るところから始まります。これ
を題材にマーケティングやプラ
ンニングを経て、新規提案をロ
ジカル（論理的）に組み立てて
いきます。

高校の頃の私は、そこまで美術に興味があるわけでもなく、ごく普通の高校生として下手く
そながらもバドミントン部で青春をしていました。ただ、絵を描く事自体は子供の頃から好き
で、体育祭や文化祭では自分のクラスのテーマカラーに合わせたキャラクターを選んでTシャ
ツにデザインして、クラスメイト全員に着てもらったのを覚えています。そんな時、高校で開
催された進路説明会でOCHABIの先生が、サンリオに入社した先輩やキャラクターデザインの
具体的な話をしてくれたんです。その後、実際にOCHABIに見学に行ったのですが、授業が企
業との連携が中心だからか、どこか開放的で明るい印象を受けました。他校もいくつか見学し
たのですが、OCHABIのように企業と連携している学校は一切なくどこか閉鎖的でした。また

「御茶ノ水」自体もオシャレで学生の多い活気のある街だったので、ここにも憧れを感じてOC
HABIに行く事に決めました。

企業とコラボするというか実際にここまで企業と連携している授業は珍しいと思います。資
生堂の出題に取り組んだ時の事ですが、何しろ本社が大き過ぎて、インタビュー前にうわーっ
て恐縮したのを覚えています。それでも名刺交換をして、その後、徹夜しながら送った質問リ
ストのメールの返信には「遅くまでがんばっているんですね」という一言が添えられていて、
すごくうれしかったのを覚えています。かっこいい大人の在り方を実感しました。実際に社会
人と働くというか、接する機会があるのは、社会人の事前準備としてとても大きな意味がある
と思います。社会人がどんな風に働いているのかを学生の間に知る事が出来てよかったです。
他にも、1年生の時に取り組んだサンシャインシティの出題も印象的でした。私のチームは企
画をまとめるのが遅くプレゼンテーションの本番3日前なのにラフデザイン段階で、雰囲気も
お通夜みたいで本当に苦労しました。結局、仕切り直して、今日まで4カ月分の全てのアイディ
アを振り返り、アドレナリン全開で、ほぼ3日完徹で企画を仕上げました。自分の意見をはっ
きり言えるようになったのもこの授業のおかげです。

現在は、大雑把に言えば、店舗販売を中心としたキャラクターの物販とゲームセンターを中
心としたクレーンゲーム機に入れるキャラクターを扱う2部門があるキャラクタービジネスの
会社に勤めています。私はデザイナー入社ですが、デザインをするためには顧客の声を知る事
が必要だという事で、クレーンゲーム機部門の営業に配属されています。初めは緊張しました
が、今はすごく楽しんでいます。OCHABI時代から企業との接触経験があるので、自分の営業
担当するエリアの会社や店舗が決まってもすぐに実行出来ました。仕事がリサーチやインタ
ビューから始まるのも学生の頃と何ら変わりません。もちろん営業だけではなくデザイン案も
出すことができます。例えば、キャラクターのコップをデザインしようという事になったらす
ぐにラフデザインを起こせます。私は将来、自分自身でデザインしたキャラクターを世に出し
たいという夢があるのですが、今の会社はその夢を叶えるのに必要な学びが多くあります。自
分のやりたい事が出来る会社に入れて本当によかったです。

小谷友唯夏
株式会社エスケイジャパン
アミューズメント事業部
東京営業課
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

キャラクターデザインに興味があった私、
実際に企業と関われる開放的な環境に憧れを抱いた。

高校時代の私

クライアントと接触を通じて社会人の仕事の進め方や、
かっこいい大人の在り方を知った。

OCHABIで
学んだこと

OCHABIの授業が社会で働くための事前準備だった
事実を、社会人になって改めて実感する。

現在の私
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「マーケティング」というカタカナ語の日本語訳はい
まだ定まっていませんが、Market（市場）という言葉
に -ing（進行形）を付け加えることで「市場を動かす」
こと全般に関わる活動を指しています。御茶の水美術
専門学校（OCHABI）では、この活動を大きく3つの段階
に分け、「市場調査」（Research）や「市場分析」（Analysis）、
そして、その結果から導き出される「気付き」（Insight）を
マーケット・インサイトとして定義し、これら一連の
活動を意味する言葉として使っています。
さて、そもそもクリエイティブ（創造）活動にマー
ケティングは必要なのでしょうか？　仮にクリエイテ
ィブ（創造活動）を非公開の「趣味」に限定するので

マーケティング
企業もクリエイティブをしている。
マーケティングで社会に溢れるアイディアを知ろう

あれば直接的には関係ありませんが、逆にクリエイテ
ィブを公開し「仕事」にしようとした場合、自分で考
え、創り出した商品、あるいはサービスは結果的に市
場で販売されるわけですから自ずと必要になってきま
す。いつ、どこで、だれに、なにを、どのように届け
るのか。例えば、産官学連携授業で関わるそれぞれの
ビジネスパートナーのマーケティングに対する取り組
みを知るだけでも、そこには将来の自分に活きる大き
なヒントが豊富に存在しているのがわかります。

OCHABIでは「職業教育」を行う美術専門学校とし
て、マーケティングを通じて品を作る「作品」に留ま
らず、品を商う「商品」の作り方を学びます。

Design Art Thinking

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

マーケティング・サークルでは、
企業や行政機関などの出題に対
して、適切な課題設定を行うた
めに、 実態調査（Research）
と情報分析（Analysis）を繰り
返し、その経緯で導き出される
気付き（Insight）をマーケティ
ングの結果としてまとめていき
ます。

高校時代は、普通の勉強が嫌いで消去法的に美術の授業を選んでいました。それでも自分の
父親がショップやデパートの什器のプロダクトデザインをしていた事もあって、高校1年生の
時から父親の仕事の繁忙期で人手が足りない時は手伝いをしていました。こうした経緯の中で、
消去法で選んだはずの美術分野に対して「やっぱりモノ作りは楽しいのではないか」と思うよ
うになり、父親の仕事を手伝いながら、モノ作りや絵を描くといったクリエイティブが、どう
いう考えのもとで、どう売ればお金になり、損をしないためには原価計算も出来る必要がある
事を覚えました。そして、いつしかデザインの仕事を手伝いながら、どういう付加価値を付け
れば顧客が気持ち良く買ってくれるのか、どうすれば顧客が思ってもみなかったデザインを生
み出せるのかを考えるようになりました。そうして高校3年生になって進学の話になった時に、
既に社会経験をしていた自分には大学の4年間は長いように思え、専門学校に進学する事に決
めました。OCHABIにしたのは、3年制という長過ぎず、短過ぎない学習期間と、実際に企業
にプレゼンテーション出来る事が決め手でした。

OCHABIの産官学連携授業が大学の広告勉強会と違うのは、3カ月以内の短いスパンで課題
発見から課題解決の過程に取り組むことです。まず、企業に自分たちでヒアリングをしに行っ
て、企業は顧客の抱えている問題点をどう捉えているのかマーケット・インサイトを聞きに行
きます。次に、自分たちでもマーケティングをして、企業の課題設定は本当に正しいのか、他
の問題点も関係していないか、だとしたらどういう解決方法があるのかを考えます。こうして
考え抜いた企画をどういうアウトプットで表現したら伝わるのかを試行錯誤して、最後にはギャ
ラリー形式で立体的に連動した展示会を創り込んでいきます。実際の商品デザインの模型やキャ
ンペーンやプロモーション案、CMやPVなんかも制作するので、企業側は学生の企画が可視化
されていてわかりやすいと喜んでくれました。企業相手にプレゼンテーションするチャンスは、
社会に出たらなかなかもらえません。今振り返ればOCHABIの環境は、学生の可能性を無限に
広げるのに最適な場所だったと思います。

現在は、デジタルガレージという会社でモールプラットフォーム事業に関わっています。ポ
イントモールと言って、大型ショッピングモールのようなイメージで日本中のクレジットカー
ド会社を集めて、そのポイントが有利に運用されるよう土台となるWEBサイトを設計、構築、
供給しています。これは提携しているプロバイダーも、そこで商品を通販する企業も、決済手
段を提供するクレジットカード会社も、全てのステークホルダー（利害関係者）に利益が出るビ
ジネスモデルにしなければいけません。ユーザーがどのショップを訪れ、どこを移動し、どう
いう導線を巡って商品の購入に至るのか、様々な数字を検証しながらユーザーの消費行動を分
析して、多くのポイントを持つユーザーほどメリットがあるように設計します。ここでは、OC
HABIで学んだ「顧客の接触点としてのUI」や「顧客に提供する体験としてのUX」はこんな
ところでも役に立っています。

長坂  優
株式会社デジタルガレージ
マーケティングテクノロジーカンパニー
CRMストラテジー本部
ディレクター
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

プロダクトデザインで社会経験を積んだ高校3年間、
大学で4年間の座学は長過ぎると思った。

高校時代の私

企業の数だけマーケティングのやり方がある。
OCHABIはそのやり方を覗ける絶好の場所だった。

OCHABIで
学んだこと

ユーザーの消費行動を分析し、ステークホルダー全体の
利益を上げる設計が出来るようになった。

現在の私
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「高価な商品」より「良質な体験」が価値を持って共
有され評価される現代、クリエイティブ（創造活動）
の仕事の在り方も「同じ志向性」を持つ者同士ではな
く「多様な価値観」を持つ者同士が、共通の目的のも
と協創する時代へと変化をしています。このような価
値観の変化の中にあっては、もはや、例え著名人が登
壇したとしても講義形式の一方的な「座学」は教育効
果が低く、学生、それも多様な志向性を持つ学生同士、
そして教師、社会人が自分たちで実感していることを
意見交換しながら互いに協力して授業を進めていく「実
学」が有効であることは言うまでもありません。

アクティブラーニング
明確な目標設定と多様性の中での個性確立の過程で、
チームワークは活性化される

御茶の水美術専門学校（OCHABI）では、クリエイ
ティブ（創造）を行うにあたって、学生同士でのコミ
ュニケーション、学生と教師でのコミュニケーション、
学生と社会人とのコミュニケーションを重視し、年間
で最低4回の学生による商品企画の展示発表会を開催
しています。
こうして繰り返されるコミュニケーションの中で、
学生は社会との接し方を学び、主体的にコミュニケー
ションを促進させなければ良質な仕事に繋がらない現
実や、コミュニケーションの活性化が良質なクリエイ
ティブを完成させていくのを実地で体験していきます。

Design Art Thinking

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

自分の個性を客観視しながら、
他人の個性を「多様性」として
受け入れることができれば、議
論は自然と活性化（Active）さ
れます。デザインアート思考™で
は、多様性を活かして新しいア
イディアを生み出していきます。

高校への進学は弓道部があるかどうかで決めました。なので高校2年生までは部活一筋だっ
たのですが、3年生になって引退すると途端に高校生活がつまらなくなって、ノートの端っこ
にラクガキ程度の絵を描き始めたのが美術への興味のきっかけです。その内、デザインやイラ
ストの仕事がしたいと思うようなったのですが、そもそも美術部じゃないし、選択科目も書道
だったので、まずは弓道部の顧問の先生に相談したら「そんなのおまえに出来るわけがない」
と言われてしまいました。そこで、美術系の先生たちにも相談したのですが「そう甘くはない」
というような事ばかり言われて、自分で何とかするしかないと思いました。専門学校なら初心
者でも入学出来ると思って、いくつかの学校の体験授業を受けたのですが、だいたい線画を渡
されて「色を塗ってみて」と言われる事が多く、何の希望も得られませんでした。そんな中、
OCHABIの体験授業ではデッサンの基本をきちんと教えてくれたので、ここならゼロから始め
られるという希望を持って進学先に選びました。

高度専門士課程だったので4年間通いました。OCHABIは産官学連携授業を中心に授業編成
されているので、企業からの出題に取り組まなければならず、まずは出題内容のリサーチをし
てから、課題解決のアイディアを考え、そこからデザインをして、実際に企業相手にプレゼン
テーションをしなければなりませんでした。こういう一連のクリエイティブの流れは、当時は

「面倒くさい」と思っていましたが、今となっては何をするにも感覚だけに頼らず、まずは関連
情報をリサーチしてから、アイディアを考えるという癖がついたのでよかったと思います。チー
ムワークは特に大変でした。自分のアイディアが独り善がりではないのか、そのアイディアを
メンバーに形にしてもらう理由を的確に説明できるのかなど、常に考えながら発言していまし
た。この頃には学外からの仕事も受けるようになっていて、スケジュールを上手く調整出来ず
にメンバーとの人間関係に摩擦が起きたりもしていました。振り返れば内容が濃い4年間で命
を燃やした感じがあります。ただ、そういった経験を通じて、仕事の全体像を見て、全てをき
ちんとこなせるようにペース配分をしたり、モチベーションを絶やさないようにしたりとか、
今の仕事へ取り組む姿勢のモデルが出来上がっていったんだと思います。

現在は、アトリエローク07というアニメーション美術、背景、制作などのデザインをする会
社で背景美術をしています。自分が子供の頃から親しんできた有名な作品に携わる機会をいた
だけたり、新しい劇場作品にも携わる機会をいただいたりしています。仕事は、基本的にはフォ
トショップとペンタブでの作業ですが、みんなで協力して作品を創り上げようという姿勢が強
い会社で、クライアントと美術監督が全体像を共有してから、それぞれの職種に「ここはこの
色で頼む」といったように依頼がくるのですが、例え末端とは言え全体像をきちんと見て仕事
しないと、〆切を逃して放送が1週間落ちたりして会社全体に迷惑を掛けます。コミュニケー
ション能力は仕事では必須です。不明な点はすぐに確認して情報共有を欠かさないようにして
います。

木村仁哉
株式会社アトリエローク07
アニメーション背景美術
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（高度イラストレーション科4年制）

部活一筋だった自分、引退してラクガキ程度で始めた
イラストは誰の共感も得られなかった。

高校時代の私

命を燃やした4年間、気が付いたらアイディア出しの前に
リサーチをする癖がついていた。

OCHABIで
学んだこと

全体像を把握するには意思疎通が必要。OCHABIで
身につけたコミュニケーション能力が活きている。

現在の私

※現・高度デザイン・アート科
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プランニングは、日本語で「企画立案」を意味し
「企画」とは「画を企てる」と書きます。つまり、プラ
ンニングでは、自分が強く欲しいと思う、あるいは誰
かに届けたいと強く願う商品やサービスを具体的なア
イディアで発想し、これを何らかの形態に変え、実現
していくための設計図を描きます。
プランニングでは自分のアイディアを多くの人々と
共有し、協力を得なければなりません。そこでは「こ
んな感じ」といった感覚的な言葉はその解釈の過程で
必ず混乱を招くため、なぜ、何のためにそのアイディ
アが発想されたのかをロジカル（論理的）に説明する
必要があります。

プランニング
そのクリエイティブはなぜ必要なのか。
プランニングで求められるのは存在意義

そこで大切になるのが、目的（Vision）の設定です。
これは人によって、夢や志、哲学と訳す人もいますが、
商品企画には、必ずそれをクリエイティブ（創造）す
る意味や理由が必要になります。こういった「存在意
義」があってこそ、初めて他人もその商品やサービス
を欲しいと思うようになるのです。そして目的の実現
のためには、チームで開発の方針（Concept）を共有
しながら、実際の生産を見据えて、商品やサービスを
試行（Trial）し、想像通りの効果が見込めるかどうか
を検証しなければなりません。こうしたリアルなクリ
エイティブ（創造活動）の過程も「実地」で学んでい
きます。

Design Art Thinking

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

プランニング・サークルでは、
具体的な解決方策を提案するた
めに、なぜ企画を実現する必要
があるのか（Vision）、どのよう
な方針で関係者と連携するのか
（Concept）、実際には何をクリ
エイティブするのか（Trial）を考
え、企画書にまとめていきます。

私は小学校の時から何にも興味を持てなくて、卒業文集の内容でさえ浮ばない程でした。た
だ、その時から自分が本当に好きな事が何かを考えるようになって、絵を描いたり、物を創っ
たりするのが好きな自分にも気付き、キャラクターや服にも興味を持つようになりました。高
校の時は、大学へ進学して座学をするよりは意味のある事がしたかったので、職人に弟子入り
してプロになろうかと本気で考えていました。デザイナーになろうと思ったのはOCHABIに入
学してからで、結局、高校時代は好きな事でどうごはんを食べていくかをずっと考え続けてい
ました。そして、プロになるならちゃんと勉強をした方がよいし、実践的な方が自分には合っ
ていると思って進路を専門学校に決めました。いくつかの学校を見学してOCHABIを選んだの
は、在学生の顔つきが他校と違っていたからです。なんか今にも死にそうな表情で、魂捧げて
自分たちの企画に一球入魂しているんだなと思ったのを覚えています。後に自分もそうなりま
すが、あの時の決断に後悔はありません。

OCHABIの授業は産官学連携授業やそうでない授業でも全体的にチームワークで取り組む事
が多く、個性的な学生が多い美術系の学校では、小さな意思一致でさえとても苦労しました。
しかしその反面、メンバーとの意見交換で思いもよらなかったアイディアが思い浮かぶ事もわ
かりました。自分に素直になって意見を言えるようになったのも、成果発表の後にチームの仲
間が泣きながら悔しがっているのを見てカッコイイと思ったからです。また産官学連携授業と
は関係なくグループワークをする授業もあるのですが、ここで制作したアウトプットは産官学
連携でも活かしたいと思えるもので、授業同士が繋がっているのを感じたのを覚えています。
OCHABIでは全ての授業が連動していて、クリエイティブを身に着けられるようになっていた
んだと思います。それに3年制の専門学校は私に適切だったと思います。同期の4年制大学の友
人は時間を持て余していたし、2年生専門学校の友人は授業内容を詰め込み過ぎてインターン
に行けていませんでした。その点、私はインターンに行ける余裕もあったし、就職活動や卒業
制作展にも集中して取り組む事が出来てよかったと思います。

現在は、NAKEDというプロジェクションマッピングで知られている会社のデザインチーム
で働いています。普段はポスターやフライヤーといったグラフィックデザインをする仕事が多
く、自社で開催しているオリジナルイベントの物販のパッケージをデザインしたりもします。
先日、初めて日本酒のロゴデザインに取り組みましたが、OCHABIで自分の好きなデザインと
顧客に求められ利益を生むデザインは違う事を学んでいたので、ディレクターとしてサポート
してくれている先輩と相談しつつ試行錯誤しながら進めました。先輩からはクライアントがど
ういう風に自分のブランドを顧客に見てほしいのかも含めてデザインをしなければいけないと
いうアドバイスをもらいました。そしてこの仕事を通じて、クライアントが求める日時と場所
にクライアントが求めるクリエイティブをきちんと提供するという社会人としての責任を強く
実感しました。現在はその責任を感じながら厳しく充実した日々を送っています。

佐々木  翠
株式会社NAKED
グラフィックデザイナー
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

座学には何の興味も持てなかった私、実際に行動を
起こして意味がある事をしたいと思っていた。

高校時代の私

チームメンバーとの率直な意見交換が、
革新的なアイディアを生み出す事に繋がる事がわかった。

OCHABIで
学んだこと

自分が好きなデザインと顧客が求めるデザインは違う。
社会に出て実感するOCHABIでの学び。

現在の私
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ビジュアル・コミュニケーションでは、Picture（絵
画）ではなく、Visual（視覚情報）を活用することで、
コミュニケーションを効率的に活性化させていきます。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）には、産官学連携
授業や企業への出張授業の事例が豊富にあり、そこで
気付いたことは、言語や文字情報だけのコミュニケー
ションでは、意見交換のスピードは速くても、正確さ
に欠けるということでした。これは実際のミーティン
グ（会議）でも言えることで、例えば「実直」という言
葉ひとつを取っても、規則正しく働く会社員、頑固で
腕の良い職人、ストイックなスポーツ選手など、人それ
ぞれに想像するイメージが違います。これでは重要な

ビジュアル・コミュニケーション
視覚情報の活用が世界レベルでの共通認識を可能にし、
その意思疎通を円滑にする

意思決定を誤るばかりか「失言したくない」という心
理からコミュニケーションを消極的にしてしまいます。
他方、OCHABIが文部科学省の委託事業において検
証した結果、ミーティングの席で視覚情報を活用した
場合、これが手描きであればあるほど自分の意思が伝
わり、ディスカッション（議論）も建設的になり、同
じイメージを共有することで、迅速で正確な意思決定
が可能になることが実証されています。
このような実体験から、OCHABIでは時間を掛けて

描き込んでいく「絵画」ではなく、コミュニケーショ
ンを活性化させるための「視覚情報」を素早く描く練
習を行います。

Design Art Thinking

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

デザインアート思考™では、「多
様性」を活かしたコミュニケー
ションを促進させるために、言
葉や文字といった人それぞれで
解釈の異なる文字情報だけでは
なく、絵や写真といった視覚情
報（Visual）を使って、正確な
情報共有を行っていきます。

高校時代の私は、授業も部活動も休まず、制服のスカートも短くせずに、日常的に勉強に励
むような真面目で大人しい学生でした。それでも、将来は自分で描いた絵で仕事がしたいと頭
の片隅くらいでは考えていて、選択科目も美術を履修するようにしていました。文化祭では、
美術の先生に何度も相談しながらポスターをデザインして、高校で正式に採用されたりもしま
した。進学先に美術専門学校を志望した時は、そもそも私の成績がまあまあよかった事もあっ
て、母親は応援してくれたのですが、父親と進路の先生には大学へ行けと反対されていました。
それでも「絶対にやりたい」と説得を繰り返していたら、最後には「そのくらいの情熱がある
なら大丈夫だ」と応援してくれました。OCHABIを知ったのは、改めて進路の先生にお勧めの
美術専門学校を聞いた時で、「あそこなら産学連携をしていて、実際に企業との接触があり、社
会人に自分のデザインを見てもらう機会もある」と聞いて、早速、学校説明会と体験授業に参
加して、それが本当だと確かめてから決めました。

産官学連携授業ではチームワークの可能性を実感しました。高校までは自分の主観だけで制
作をしていたのですが、チームとなるとみんなでひとつのクリエイティブをしなければならな
いので、メンバーの意見に耳を傾ける必要が出てきます。実際にディスカッションで自分が見
落としていた事に気が付く場面も多くありました。クリエイティブには正解はなくて、実は全
てが正解だという事に気付いたのもOCHABIでの大切な学びのひとつです。ひとりひとりで意
見が違うのが普通で、さり気ないひと言でも、それがきっかけでアイディアが飛躍的によく変
わるのも、とても魅力的だと感じました。だから、発想の広げ方はチームワークで学びました。

千代田区役所の「外国人観光客も視野に入れた路上喫煙禁止のプロモーション提案とは」と
いう出題に取り組んだ時は、喫煙経験がなくて悩みましたが、それでも桜をモチーフにした「世
界一美しい喫煙所」という企画で最優秀賞をいただきました。これも千代田区のウオーキング
大会にみんなで参加して、思い切って喫煙者のサラリーマンに相談してみたら「電話ボックス
くらいの喫煙所を作ればいい」と言われたのがきっかけでした。

現在は、日本食糧新聞社の出版部付きのデザイナーとして、小説などの書籍の表紙のデザイ
ンをしたり、解説書の図説などのイラストレーションを描いたりしています。新しいデザイン
を起こす時は、必ず紙にペンでさっと下書きをして、上司に「こういうのはどうでしょうか」
とデザインやレイアウトのミニプレゼンをしに行きます。ちょうど今「Oh！仕事シリーズ」と
いう書籍の制作をしていて、100業種のイラストレーションを合計400枚描かなければならない
のですが、上司と相談しながらようやく300枚まで辿り着けました。上司に「アイディアの幅
が広いね」と言われた時には、OCHABIの授業で学んだ発想の広げ方が活きていると実感しま
した。やっぱりチームワークを通じて、自分の意見だけでなく、他人の意見もたくさん聞く事
で、人の身になって考える習慣がついたのだと思います。今は本当に自分に合ったよい会社に
入れたなと思っています。

福田佑紀子
株式会社日本食糧新聞社
出版本部
デザイナー
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

真面目で成績もよく大学進学を勧められていた私、
美術専門学校への進学は反対されていた。

高校時代の私

クリエイティブに正解はない。さり気ないひと言にも
耳を傾け可能性を広げる姿勢を学んだ。

OCHABIで
学んだこと

上司との相談を欠かさない、OCHABIで学んだ
ビジュアル・コミュニケーションが活きている。

現在の私
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プレゼンテーションは「発表」や「説明」を意味し、
自分のアイディアを不特定多数の人々に向けて発表し
て共感を得たり、自分が開発した商品やサービスのセ
ールスポイント（売り）を仕事のクライアント（依頼
主）に説明して賛意をもらう時に行います。
ここでは常にロジカル（論理的）な説明が求められ、
例え自分自身で「素晴らしいアイディアだ」と思って
いても、その良さをプレゼンテーションした相手が納
得して会社に持ち帰り、実現できる関係者たちに説明
できなければ何も起こりません。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）では、学生同士

プレゼンテーション
プレゼンテーションがなければ、
どんなに秀逸なアイディアも存在自体が認知されない

でのリハーサルに始まり、教師によるシナリオの添削、
そして最終的には学生自身で産官学連携先の社会人に
向けたプレゼンテーションを行います。またOCHABI

では、プレゼンテーション・ツールに視覚情報を活用
します。例えば、自分自身で情報やデータを視覚化
（Info Graphics）すれば、何を話せばよいのかも自ずと
わかってきます。
このように、授業毎に繰り返されるプレゼンテーシ
ョンを通じて、時に失敗しながらも、オープンな場所
で話すこと自体に慣れ、よりよい言葉やリアクション
を冷静に選択できる余裕をも身につけていきます。

Design Art Thinking

Insight

Analysis

Research

Marketing Circle Planning Circle

Vision

Concept

Trial

Orientation Presentation

 ▶デザインアート思考™

こうして、学生自身が考えた新し
い商品企画のアイディアは、年に
4回開催される展示会にて、実際
に企業や行政機関などのクライア
ント（依頼主）に提案（Presentation）
されます。発表は公開で行われ、
ここでの意見交換はリアリティー
のある学びとなり次回の出題に活
かされていきます。

高校の頃の私は、目標を持ってがんばるといったような事に向いているタイプではなく、授
業中もラクガキばかりしていてマジメに受けていませんでした。なので、卒業後の進路も受験
勉強をしなければ入学出来ない大学よりは、やりたい事さえあれば入学出来る専門学校がいい
かな程度でしか考えていませんでした。美術専門学校を志望したのも、幼少期から10年以上、
工作もしている絵画教室でデッサンを学んでいたからで、最後の方では油絵もかじっていたの
で、私が唯一、人より得意な事は絵を描く事ぐらいだという感覚でいました。それでも高校で
はクラスTシャツのデザインとかもやり、選択科目の美術は比較的マジメに受けていました。
ちょうど私の母親も就職率を気にするタイプだったので、美術大学に行くなら、逆に美術専門
学校の方がいいんじゃないかと賛成してくれました。OCHABIを知ったのは高校に置かれてい
たパンフレットからで、ちょうど進路の先生からの推薦もあって、もともと専門学校の情報に
疎かった私は、それでOCHABIに決めました。

OCHABIでは効果的なプレゼンテーションのやり方を学びました。特に産官学連携授業では
年に4回、例えば高校の定期テストや期末テストみたいな周期でプレゼンテーションをするの
が当たり前で、チームワークでひとつのクリエイティブを仕上げて、しかも、社会人に評価さ
れたりする経験がない私は、この特殊な環境に戸惑う事もありましたが、最終的にはよい経験
もわるい経験も含めて全て就職活動で活かす事が出来ました。実際のチームワークでは、制作
は得意だけれどしゃべるのはあまり得意ではないというメンバーも多かったので、しゃべる事
に抵抗がない私は、自然と本番でプレゼンターを任される事が多く、プレゼンテーションの構
成や話し方、仕事を期日に間に合うようにメンバーに振り分けるディレクション能力は人より
多く学んだと思っています。就職活動でも企業へのプレゼンテーションの話ばかりしていまし
た。OCHABIはクリエイティブなら何でもやらせてくれる学校で「これを創りたい」と先生に
相談するといつでも協力してくれました。

現在は、宏和デザインという会社で営業をしています。クライアントとなる業種は多種多様
ですが、私は主に医療系を担当していますが、婚礼や店頭のPOP制作などをする事もあり幅広
くやっています。この仕事をして気が付くのが、クライアントから相談がある時は、必ずと言っ
てよいほど、商品のデザインを変えたいとか、商品の売り上げが伸びない、ユーザーが興味を
示さないといったような問題を抱えています。そういう時は、クライアントの話をよくヒアリ
ングして、そこで得た気付きからどういう状態がクライアントにとって最も理想的な状態なの
かを描き、ビジョンを共有してから、デザインコンセプトを絞っていきます。こういった仕事
の流れは既にOCHABIで実践していた事なので、割と初めからスムーズに出来ました。もちろ
ん依頼内容が漠然としていて、戸惑う事もありますが、そういう時はこちらから提案をしなが
ら具体的にしていくようにしています。これもOCHABIで学んだ事で、ほぼ産官学連携授業の
延長線みたいな気持ちで挑んでいます。

平田美伶
株式会社宏和デザイン
営業
2017年卒業
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卒業生インタビュー
（デザイン・アート科3年制）

ラクガキばかりしていた私、美術専門学校に
進路を決めたのは学力テストがなく就職率が高いから。

高校時代の私

効果的なプレゼンテーションをするための
ディレクション能力を産官学連携授業で身につけた。

OCHABIで
学んだこと

プレゼンテーション能力は就職活動だけでなく、
実際に仕事や営業でも活かせる事を実感する。

現在の私
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成績評価の方法 大専、高専連携でも評価される授業
教育的評価とビジネス的評価、そして第三者評価を経て、
自分の社会性を客観視する

文部科学省に採択された授業は、大学や大学院でも実証され、
高等学校にも導入されています

専門学校が「職業教育」を行う場である以上、成績評価にも社会
性が求められます。そして、学生自身の成長のためにも、現時点で
の学びが社会でどのくらい通用するのかを実感する必要があります。
御茶の水美術専門学校（OCHABI）では、年に4回開催される学生
による産官学連携授業の成果発表を活用し、教師による教育的視点、
企業などのビジネスパートナーによるそれぞれの営利的視点、そし
て両者に直接的な利害関係のない特別審査員による第三者的視点を
加えることで、多角的で公正な評価を行い、学生の社会性を自分自
身で客観視できる環境を整えています。

御茶の水美術専門学校（OCHABI）の実社会での評
価は、産官学連携授業の出題傾向を見ればわかります。
例えば、株式会社資生堂はOCHABIの学生に「若年層
のメーキャップに対するモチベーションを高めること
を目的に、その商品選択・購買に深く関与し、資生堂
のリーダーシップを回復する手立てとは」という出題
をしています。ここでは「美術学生」に対して、若者
のメーキャップ意識の底上げという、企業に留まらな
い社会的な課題を投げ掛け、且つブランド戦略の方向
性まで問うていますが、他の企業や行政機関も同様に
本質的な課題解決を求めていることを見れば、この出
題傾向自体がOCHABIの学生への評価を実証している
と言えます。
また、「ゼロワーク®・プログラム」は実際に企業研
修でも採用され、「デザインアート思考™」はビジネス

フロー（仕事の流れ）の論理的な構築、「アクティブラ
ーニング」は同僚や上長とのコミュニケーションを活
性化、「ビジュアル・コミュニケーション」は視覚情報を
用いた効果的なプレゼンテーションの手段として活用
されています。この授業は大学でも採用され「東京医
科歯科大学」では論理的思考力の育成、「明治大学」で
は情報の視覚化によるディスカッションの活性化の効
果があると評価されています。また、高等学校教育に
おける学力の三要素の向上、特にプレゼンテーション
能力育成に効果のある授業として高等学校でも採用さ
れ、多くの教育機関とのパートナーシップを実現して
います。そして、それぞれ担当者や受講生との多業種
間での意見交換はOCHABIの授業を日々成長させ、同
じ授業を受けるOCHABIの学生へと還元されています。ヴィレッジヴァンガードの山田です。本日は大変お疲れ様でした。みなさん本当にいい提案ばかりで、私自身かなり

刺激を受けました。厳しい事も言いましたが、みなさんがこれから就職先で、またはフリーランスで商品開発に取り
組む時に、きっと商品化に携わる人達から「これは作れない」とかいろいろとばっさり切られることがあるかと思い
ます。ぜひ学生の内から忍耐力をつけて、社会に出てもどんどん新しいアイディアを生み出せるようになってほしい
と思います。私はヴィレッジヴァンガードで販売している商品を様々なメディアを使ってプレスリリースし、来店の
機会を増やすという仕事をしていますが、今回、皆さんが作られた商品も、絶対、今後も改良していけば売れる商品
になると思っています。その暁には弊社のバイヤーが買い付けに行くと思いますので、このままたくさんの物事を見
てアイディアのストックを増やしつつ、商品化に挑み続けていただければと思います。

山田優香里氏  （株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション  マーケティング本部プロモーションプランニング部広報担当）

お疲れ様でした。すごく良かったです。みなさんとても愛情のあるプレゼンテーションでした。一体、誰にとってこ
のプロジェクトはあり、誰を幸せにすることがこのプロジェクトのゴールなのかということをすごくよく考えていた
と思います。これはプロのデザイナーでも、表現することに一生懸命になってしまって、誰のためのデザインなのか
を忘れてしまうことがよくあります。学生の内からゴールを見失わないでいられるのはすごいことです。まずはそこ
に敬意を込めて、おめでとうございます。大事なのは、例えば売り上げのためだけではなく、自分が創った商品やサ
ービスを買うことによって幸せになれる人がいるのか。自分の目に見えてない人達も幸せになれるのかということが
想像できることだと思います。みなさんには、世界中の人が本当に感動するようなプロジェクトを創ることができる
と思います。ぜひこのまま何歩も前に進んで形を創り上げるプロになってください。

太刀川英輔氏  （NOSIGNER代表　慶應義塾大学SDM特別招聘准教授）

受賞した方、おめでとうございます。受賞できなかった方、残念でした。多分95パーセントぐらいの学生が、私はも
っと出来たと絶対に考えていると思います。思っていなかったら問題です。これからクリエイティブは総合格闘技に
なってくると思います。例えばグラフィックデザインをするのに、ビジュアルを描いてるだけではダメです。文章を
使ったり、ストーリーや文脈、自分が本当に好きだと思うものをきちんとプレゼンテーションしたり、徹底して総合
力で戦わなければいけません。いろんなものを見て、いろんなことをスキルとして身に付けて、誰よりも速く走る勢
いでクリエイティブを続けてほしいと思います。今日は自分の駄目なところをたくさん指摘されたと思います。それ
を真剣に受け止めて成長すれば、多分、みなさん好きな仕事で人生を始められる、すごく素敵な人生が待っているの
ではないかと思います。みなさんお疲れ様でした。

久下  玄氏  （tsug,LLC代表）

お疲れ様でした。皆さん本当にプレゼンテーションが上手でしたし、考え方のフレームも出来ていて感心しました。
ただ、もう一歩惜しいと思ったのは、最後にどんなものをどのように実現したいと思っているのかがアウトプットか
ら伝わってこなかったところです。ぜひ最後まで考え抜くこと、よりよく表現することを辞めないで、もっと全力で
突き詰めてください。そして、自分の中にある可能性を大切にしてください。実現可能なアイディアであるかという
事と、学生ならではの自由な発想の両立は難しかったと思います。それでも時には、これは絶対にやりきるんだと思
えるぶっ飛んだものをぜひ探求してください。そのためにできる限りインプットとアウトプットを行いながら、社会
や人の為になるクリエイティブを創り上げられるようになってください。今日はありがとうございました。

萩原幸也氏  （株式会社リクルートコミュニケーションズ　マーケティング局 コミュニケーションデザイン部 部次長）

特別審査員の学生プレゼンテーションへの総評

東京医科歯科大学
「疾患予防科学コース市民公開講座」
実証講座（文部科学省委託事業）

明治大学
「マーケティング・コミュニケーション」
実証講座（文部科学省委託事業）

特別審査員による
第三者的視点

成績評価

教師による教育的視点

企業による
営利的視点
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OCHABIの交通と立地

秋山さん（山梨県富士川町出身）
山田さん（神奈川県相模原市在住）
大上さん（愛媛県松山市出身）
―現在の住居や通学事情について教えて
ください
秋山：私は山梨県の富士川町が出身地なの
ですが、今は東京都江戸川区の平井でひと
り暮らしをしています。住まいを探す時は、
家賃は6万円前後、御茶ノ水まで乗り換え
がなく電車1本で通える事を条件に探しま
した。最寄りの平井駅には歩いて7分、御
茶ノ水まで総武線で12分なので、30分程度
で通学できます。OCHABIの授業は10：00
開始なので朝はゆっくりしています。平井
のアパートに引っ越した経緯ですが、両親
は「住めればよい」というノリだったので、
治安は特に気にせず、都心から少し離れた
地域のなるべく安い物件を狙っていました。
また、実地調査を重視する家族なので、両
親と山梨から東京に行く日を決め、路線図
を見ながら当たりを付けた駅まで車で移動
し、駅前の不動産屋をいくつか巡るという
探し方をしました。千葉県松戸市や東京都
立川市、それに東京都墨田区の錦糸町駅周
辺でも探しましたが、平井に決めたのは、
聞き込みをしていく内にどうやら穴場らし
い事がわかってきて、実際に行ってみたら
高齢者の多い、落ち着いた治安のよい街

だったので、予算はギリギリでしたが、
交通費が安く済む事を考えればアリだろ
うということで決めました。
山田：私は神奈川県相模原から通ってい
るので実家暮らしですが、毎朝、自宅か
らバス停まで7分程度歩いて、バスには
15分程度乗り、最寄り駅から御茶ノ水ま
では1時間程度揺られているので、学校
には片道1時間半くらいかけて通ってい
ます。バスは道路状況に影響されるので、
時間通りに来ない時は歩いて駅まで行っ
たほうが早い時もあります。電車は京王
線で新宿まで行き、中央線で御茶ノ水ま
で行きます。OCHABIの授業は10：00
開始なので多少は通勤ラッシュを外せて
助かっています。ただ、交通費は高いで
す。学割を使っても1カ月で1万円程度は
かかってしまいます。私の場合は奨学金
を借りていて、交通費はアルバイト代を
やりくりしながら自分で支払う事にして
いるので、6カ月分の定期をまとめて購
入するのは金額が高く、ハードルを感じ
てしまいます。それでも東京は、相模原
市とは違って何でもあるので、将来は東
京で働きたいと考えています。
大上：私は愛媛県の松山市が出身地で、
今は東京都江東区の亀戸でひとり暮らし
をしています。住まいを探す時は、食事

付きの学生寮も含め家賃7万円程度、自
宅から学校まで1時間以内で通える事を
条件に探しました。最寄りの亀戸駅から
御茶ノ水までは10分と近いのですが、自
宅から最寄り駅が徒歩20分と遠く、それ
でも大体30分以内では通えています。亀
戸の学生マンションに引っ越した経緯と
しては、そもそも愛媛が本州ではないの
もあって、両親とも東京の地理には疎
かったので、まずは自分でインターネッ
トを使って下調べをして、それから不動
産屋に電話して質問をしながら絞ってい
きました。年明けに2泊3日で上京して、
不動産屋の人と秋葉原駅で待ち合わせを
して物件を案内してもらったのですが、
その日は3軒の内見が限界で、1軒目の千
代田区秋葉原は街全体が騒がしく、2軒
目の文京区小石川は緑が多かったのです
が、日当たりと水回りに問題があり、結
局、3軒目の亀戸の物件が公園と隣接し
て静かなのと、学生マンションでセキュ
リティーがしっかりしているのもあり、
消去法的に決めました。それでも今は下
町情緒な街の雰囲気を楽しんでいます。
―昼休みの過ごし方について教えてく
ださい。
秋山：昼休みはコンビニにごはんを買い
に行って学校で食べながら、友達とお
しゃべりをして過ごします。OCHABIの
周りにはコンビニが多いのが便利です。
それと昼休みが13：00からなのもあり混
雑のピークを外せるのもよいと思います。

東京都千代田区に位置する「御茶の水美術専門学校（OCHABI）」
は最寄りが JR東日本「御茶ノ水駅」となります。「御茶ノ水駅」
周辺には、多くの大学病院や著名な医療機関、明治大学や日本
大学などのキャンパスもあり、東京の中でも特に治安のよい学
生街として知られています。その他、駿河台の楽器街、小川町
のスポーツ用品街、神保町の古本屋街などでも知られ、学生を
対象とした食堂や、古くから親しまれている老舗のカフェも多
くあります。OCHABIの立地は、東京でも最も学びに適した環
境にあると言えます。

の本屋もあるので飽きないです。
都会は違いますね。神奈川に
戻ってもすぐに帰宅せず、マク
ドナルドなどに寄ってノートPC
を広げて作業をしています。
大上：私は帰宅してもひとりなので、放
課後に居残りをしている友達を見つけて
絡んだりしています。そうじゃない時は、
御茶ノ水とその周辺にある純喫茶を巡っ
てひとりでコーヒーとケーキを頼んで本
を読んだり、ぼーっとしていたりしてい
ます。古本屋街に寄ったり、日比谷が近
いので映画館に寄ったりもします。
―OCHABIに通うようになった経緯を
教えてください。
秋山：私は高校の時、美術・デザイン科
に在籍していたのですが、山梨にはクリ
エイティブ系の進学先はなく、自然と東
京へ行くという流れは出来ていました。
東京だと何かと渋谷をイメージしがちで
すが、御茶ノ水は新幹線で行ける東京駅
に近いので、丸の内と同じ文化圏として、
知的なイメージがありました。OCHABI
に決めたのはチームワークがあるからで、
実は私はデザイナーになるつもりはなく、
自分のコミュニケーション能力を高め、
その力で世の中を変えたいと思っていた
のでOCHABIの授業がぴったりだと思い
ました。
山田：私の住んでいる神奈川県の相模原
市は、多摩美術大学や東京造形大学と
いった有名な美術大学が近くにあるので

「御茶ノ水」は多く企業や学校が
集中する東京の中心である
千代田区に位置しています

在校生インタビュー 学生街なのでキッチン設備のあるローソ
ンはお惣菜が豊富なので混んでいます。
山田：私は主食だけを弁当箱に詰めて、
好みのおかずをコンビニで買って食べて
います。ただ、展示会の前とかになると、
お昼休みを使ってみんなでランチミー
ティングをする事もあります。この時期
は寝ずの作業でみんなげっそりしている
のですが、逆にテンションが高くなって
おもしろい発言が聞ける時もあります。
大上：私は入学当初はお弁当を作ってい
たのですが、半年くらいで、コンビニで
買うようになりました。OCHABIの最寄
りはローソンですが、他にも徒歩5分圏
内にセブンイレブンやファミリーマート
があってお弁当の種類もたくさんありま
す。ミニストップも近くにあるので、ス
イーツを食べたい時に利用しています。
―放課後の過ごし方について教えてく
ださい。
秋山：御茶ノ水は少し歩けば、神田明神
やニコライ堂といった名所や楽器街や古
本屋街があるので、放課後の楽しみ方も
たくさんあると思います。治安もよいし、
学生街ならではの食堂もたくさんあるの
で、学校がおわったら友達を誘ってごは
んを食べに行ったりして、終電までずっ
と話していたりすることもあります。
山田：私はすぐに帰宅する方なのですが、
気分転換をしたい時は、御茶ノ水の街を
散策します。ヴィレッジヴァンガードな
どの雑貨屋も多いし、丸善や三省堂など

すが、ここから見るとほとんど東京とい
うより神奈川なので、田舎から田舎に
行っても仕方ないし、デザイン系の仕事
に就くなら東京の都心の学校に行った方
が就職活動にも有利だろうと思っていま
した。それに美術大学は学費も高くて4
年間通うとOCHABIの倍近くの学費にな
るので、奨学金の事も考えると現実的で
はありませんでした。OCHABIは産官学
連携授業があって将来を想像しやすかっ
たので決めました。
大上：私は高校の時に国公立進学のクラ
スに在籍していたので、進路の先生や両
親にも大学に進学するよう言われていま
した。でも実はクリエイティブ系の仕事
がしたくて、東京というよりはOCHABI
に行きたいと思っていました。OCHABI
は産官学連携授業の連携先のバリエー
ションも多いし、実際に東京の本社勤務
の社会人に対してプレゼンテーションを
する機会があるのも魅力的でした。3年
制の専門学校という学習期間もよいと思
います。高校を卒業して、ただでさえク
リエイティブの事がわからないのに、2年
間で就職するのは不安でしたし、就職す
るまで4年も勉強するのは長いと思って
いたので、私はちょうどよいと思います。
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1908年（明治41）に発表した論文より服部廣太郎博士が撮った100

年以上前の小笠原

服部廣太郎博士
（現在のOCHABI 2号館
校舎にあった書斎にて）

⬅ 創立者 服部廣太郎博士については
　本校WEBサイトよりご覧ください。

1917年（大正 6） 服部廣太
郎博士の水道生物に関する
論文に掲載された図版

OCHABIのロゴマークは、鉛筆のデザ
インをしていますが、それはOCHABI

が人間自身のクリエイティビティー（創
造力）の可能性を信じているからです。
また14色あるカラーバーはいわゆる色
相環の順序通りではありません。これ
は、人それぞれの志向の違いを多様性
として捉え、多様性の合理的活用によ
って新しいクリエイティブ（創造）を
行っていく姿勢を示しています。

OCHABIのDNA
生物学と美術には多くの共通点がある。
OCHABIは時代に順応しながら進化する

御茶の水美術専門学校（OCHABI）は生物学者がは
じめた日本で唯一の美術学校です。そして、生物学と
美術には多くの共通点があります。まず、よい観察眼
を持つこと。これはフィールド・ワークを繰り返し、
実地でありのままの情報を得ることで磨かれていきま
す。次に、物事の本質を見極めること。問題の発見や
解決の提案をするには、ロジカルシンキング（論理的
思考）で物事を体系立てて捉える習慣が必要になりま
す。最後に、環境に適応し、常に進化を続けること。
生物も教育もめまぐるしく変わる時代や環境に適応し
なければ、生き抜くことはできませんし、変化による
摩擦をためらっていては、生物学でいう「進化」や教
育でいう「成長」は訪れません。特に「多様性」はこ
れを受け入れた時点で「変化」が起こりますが、新し
いクリエイティブ（創造）は、常に異なる志向を持つ
者同士のコミュニケーションから生まれます。

OCHABIは、クリエイティブ（創造活動）を通じて
「世界に文化で貢献する」という理念を実現しようとし
ています。実際に私たちは、創立以来、誰もがクリエ
イティブを実践できるようカリキュラムの刷新に繰り
返し取り組んできました。私たちは「高度なテクノロ
ジー」に頼らなくても、人間の持つ「論理的に考える
力」と「描くこと」さえ出来れば、豊かな人生が実現
できると信じています。OCHABIは、想像力と創造力
を駆使することで誰もが質の高い教育を受けられるよ
う、教育格差の解消に取り組んでいます。
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