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はじめに

もくじ

「京都大学サマーデザインスクール」は、これまでにのべ 900 名以上が参加してきた、３日間集中のデ

ザインワークショップ。

様々な分野の参加者と実施者がテーマに分かれ、社会の実問題に真剣に挑みます。

５回目となる今回は、過去最多の 28 テーマが実施されます。

また「京都」という推奨テーマを設け、京都に関するテーマもたくさん集まりました。

京都大学サマーデザインスクール 2015 で、今年の夏を締めくくりましょう。
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タイムテーブル

フロアマップ

会場配置 : テーマワーク　-1F-

会場配置 : テーマワーク　-2F-

会場配置：プレゼンテーション

プレゼンテーションについて

テーマ一覧

テーマ紹介

会場アクセス

周辺飲食店マップ

京都大学デザインスクールについて

デザインイノベーションコンソーシアムについて

運営情報
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タイムテーブル
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昼食 昼食

昼食

コーヒーブレイク コーヒーブレイク

オープニング

クロージング

（セッティング）

テーマワーク

テーマワーク プレゼン準備

受付

テーマワーク テーマワーク

ポスタープレゼン

リフレクション

口頭プレゼン
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交流会
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20:00  終了

9:00  開場
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配置の移動
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フロアマップ

セブンイレブン

荷物置き場

テーマワーク会場②
コーヒーブレイク会場

アトリウム

サイエンス
センタークラブKISTIC

会議室

テーマワーク会場①
プレゼンテーション会場
交流会会場
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会場配置：テーマワーク
1F

2Fヘ 出入口

材料置場印刷コーナーコー 料料料

材料置場 印刷コーナー

受付

動かない
26

危機言語
23

極める
19

図鑑
18不便益

16

Scannable
15

ふたたび
14

学びの場
13 京都旅行

12

バカげた竹
11

きかい
10

ESCORT
0908

車椅子

卸売市場
07

京みやげ
06

外国人
05

空中散歩
04

中小・ベンチャー
03

マンション
02
イノベーションハブ

01
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2F

1Fヘ

EV
1

材料置場

印刷コーナー

問いの教科書
28

通勤・通学
27

ワークショップ
25

老人とIT
24位置情報

22 Kawaii
21

個人情報
20

データ
17

1F
テーマワーク会場
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会場配置：プレゼンテーション

出入口

受付

口頭発表
ステージ

問いの教科書
28

動かない
26

通勤・通学
27

ワークショップ
25

老人とIT
24
危機言語
23
位置情報
22

Kawaii
21
個人情報
20
極める
19

図鑑
18
データ
17
不便益
16

Scannable
15
ふたたび
14
学びの場
13

京都旅行
12
バカげた竹
11
きかい
10
ESCORT
09
08
車椅子

卸売市場
07京みやげ

06外国人
05

空中散歩
04

中小・ベンチャー
03

マンション
02

イノベーションハブ
01
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プレゼンテーションについて
プレゼンテーションは主にポスターによって行ないます。

■口頭プレゼン

・テーマ参加者のうち 1 名が、30 秒で、簡単にアイディアの概要を紹

介してください。

・スライドなどを作成する必要はありません。

■ポスタープレゼン

・ホワイトボードいっぱいに、アイディアを表現してください。

・プレゼン内に、ワークのプロセス（1 日目、2 日目に何をやって、アイディアがど

う展開したか）を必ず含めてください。小さくてもかまいません。

・試作品を展示したり、ディスプレイで映像を流したりもできます。

■賞

・全参加者・実施者・見学者の投票により、賞が選ばれます。どのよう

な賞があるかは、最終日までお楽しみに…。

【お願い！】  ポスタープレゼンへの移動について

・３日目 12 時から、グループワークの配置からポスタープレゼンの配置へと、会場にいる全員で一緒に移動し

ます。12 時には必ず作業の手を止めてください。

・配布した文具・機器類とゴミはスタッフが回収しますので、まとめておいてください。

・２階のテーマは、ホワイトボードを折り畳んでエレベータで運びます。
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テーマ一覧

今回のサマーデザインスクールでは、過去最多28のテーマが実施されます！

今回から「推奨テーマ」を導入しました。その第一弾は「京都」。

　・京都全体を、あるいは京都のどこかの地域をフィールドとするテーマ

　・京都特有の問題について考えるテーマ

　・汎用的な問題を、京都に当てはめて考えるテーマ

　・京都に、何か異種のものを掛け合わせるテーマ

といった、広い意味での「京都」を扱うテーマを募集し、16もの提案をいただきました。京都は伝

統都市であるとともに、新しいものを次々と受け入れ、生み出してきた街でもあるので、このサ

マーデザインスクールで、未来の京都をデザインしてください。

また従来通りの「自由提案テーマ」も12件実施されます。サマーデザインスクールらしい、多種多

様なテーマが集まっています。

※各テーマの詳細はwebページへ

http://www.design.kyoto-u.ac.jp/sds2015/
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0101
0202
0303

0404
0505
0606

0707
0808
0909
1010
1111
1212
1313
1414

1515

1616

■推奨テーマ「京都」
京都を世界のイノベーションハブに！
京都のマンションの安心のデザイン：防災面を中心に
京都の中小・ベンチャー企業の魅力を
　　　　　　　学生に伝える方法をデザインする
ドローンで京都の空中散歩をデザインする
京都を訪れる外国人のためのサービスデザイン
プロダクト・デザイナーのアイディア発想法から学ぶ
　　　　　　　̶“新しい京みやげ ” を題材として̶
卸売市場を核に街の魅力を創出するサービスデザイン
「健常者も憧れるスーパー車椅子」構想
ESCORT DESIGN お出迎えからお見送りまでのデザイン
きかいな住まい、京都にて。
バカげた「竹」の使い方をデザインする
二度目の京都旅行を認知心理学でデザインする
2020 年における京都の子供たちの為の「学びの場」のデザイン
ふたたび足を運びたくなる場をデザインする
　　　　　　　～世代を超えて愛される老舗に学ぶ～
Scannable　KYOTO / 知のエコロジー・新京都学派のサロン
　　　　　　　- 文脈を探索し、文脈をデザインする -
京都観光に不便益な仕掛けのデザイン

1717
1818
1919
2020
2121
2222

2323

2424
2525
2626
2727
2828

■自由提案テーマ
データでデザイン！ (Data de Design!)
文化的な視点の発見と知的好奇心による図鑑
ドローンを極める
個人情報を “使って” 医療と介護を創るデザイン
Kawaii をデザインする
IoT と屋内位置情報の連携による新たなサービスのデザイン
　　　（東京オリンピック施設での実現を目指して？？？）
Save World's Endangered Languages! 
　　　　　　　( 世界の危機言語を救え！ )
老人と IT
ワークショップのための情報技術を考えよう
動かない自動車を活用するデザイン
通勤・通学の “時間の過ごし方” をデザインする
「問いの教科書」をすてる
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01

02

●実施者

十河 卓司（京都大学 デザイン学ユニット）

木村 千恵子（京都リサーチパーク株式会社 産学公連携部）

嶋田 華（京都大学法学部）

●実施者

多々納 裕一（京都大学 防災研究所）

松田 曜子（関西学院大学 災害復興制度研究所）

平塚 伸治（一般社団法人 興土舎）

高谷 慎也（経済産業省 経済産業政務局 産業再生課）

山口 素乃子（京都リサーチパーク株式会社 産学公連携部）

畑山 満則（京都大学 防災研究所）

寺谷 篤志（一般社団法人 興土舎）

京都を世界のイノベーションハブに！

京都のマンションの安心のデザイン
：防災面を中心に

Kyoto theme

Kyoto theme



11

03

04

●実施者

山本 英夫（京都市産業観光局 新産業振興室）

平本 毅（京都大学 経営管理大学院）

●実施者

萩野 正樹（関西大学 総合情報学部）

平松 靜（関西大学 総合情報学部）

外山 泰（京都市産業観光局 新産業振興室）

喜多 千草（関西大学 総合情報学部）

早川 葵（関西大学 総合情報学部）

京都の中小・ベンチャー企業の魅力を
　　　　　　学生に伝える方法をデザインする

ドローンで京都の空中散歩をデザインする

Kyoto theme

Kyoto theme
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05

06

●実施者

白根 英昭（株式会社 mct）

石原 志保（株式会社 mct）

杦木 陽一（株式会社 mct）

●実施者

塚田 章（京都市立芸術大学 美術研究科）

寳角 光伸（京都市立芸術大学 美術学部）

川北 さゆり（株式会社 mct）

Eric Frey（株式会社 mct）

中坊 壮介（京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科）

京都を訪れる外国人のためのサービスデザイン

プロダクト・デザイナーのアイディア発想法から学ぶ
　　　　　　　― “新しい京みやげ ” を題材として―

Kyoto theme

Kyoto theme
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07

08

●実施者

木村 篤信（NTT サービスエボリューション研究所）

寺中 晶郁（NTT サービスエボリューション研究所）

山内 泰介（NTT 西日本 技術革新部）

●実施者

信田 誠（京都リサーチパーク株式会社 総合企画部）

小森 雅晴（京都大学 工学研究科）

角谷 恭一（株式会社 NTT データ オープンイノベーション事業創発室）

越智 朋子（京都大学 経営管理大学院（デザイン学本科生））

中口 孝雄（京都大学 情報学研究科）

卸売市場を核に街の魅力を創出するサービスデザイン

「健常者も憧れるスーパー車椅子」構想

Kyoto theme

Kyoto theme
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09

10

●実施者

小野 未紗希（株式会社東芝 デザインセンター）

村田 想（株式会社東芝 デザインセンター）

●実施者

大倉 裕貴（京都大学 工学研究科（デザイン学本科生））

寺川 達郎（京都大学 工学研究科（デザイン学本科生））

菊地 里子（株式会社東芝 デザインセンター）

岸本 裕大（京都大学 情報学研究科（デザイン学本科生））

森田 瑞穂（有限会社インタークエスト）

ESCORT DESIGN お出迎えからお見送りまでのデザイン

きかいな住まい、京都にて。

Kyoto theme

Kyoto theme
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11

12

●実施者

寺田 知太（野村総合研究所）

吉田 道生（（元）サムソン電子ジャパン）

●実施者

高橋 雄介（京都大学 教育学研究科）

守谷 順（関西大学 社会学部）

平田 智彦（株式会社 ziba tokyo）

Tom Vincent（豊田バンブー株式会社）

バカげた「竹」の使い方をデザインする

二度目の京都旅行を認知心理学でデザインする

Kyoto theme

Kyoto theme
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13

14

●実施者

小山 誠之（パワープレイス株式会社）

観音 千尋（パワープレイス株式会社）

小出 暢（パワープレイス株式会社）

●実施者

栗原 康平（三菱電機株式会社 先端技術総合研究所）

辻野 克彦（三菱電機株式会社 先端技術総合研究所）

中森 康裕（パワープレイス株式会社）

門内 輝行（京都大学 工学研究科）

佐野 恵美子（三菱電機株式会社 先端技術総合研究所）

泉福 剛（三菱電機株式会社 デザイン研究所）

2020 年における京都の子供たちの為の
　　　　　　　　　　　　　　「学びの場」のデザイン

ふたたび足を運びたくなる場をデザインする
　　　　　　　～世代を超えて愛される老舗に学ぶ～

Kyoto theme

Kyoto theme
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15

16

●実施者

山内 裕（京都大学 経営管理大学院）

辻 邦浩（Kunihiro Tsuji Design）

平野 愛（株式会社 写真とプリント社）

●実施者

川上 浩司（京都大学 デザイン学ユニット）

平岡 敏洋（京都大学 情報学研究科）

加納 圭（滋賀大学 教育学部 / 京都大学 物質 - 細胞統合システム拠点）

中村 孝之（京都女子大学 / 生活空間研究室） 

松村 真宏（大阪大学 経済学研究科 経営学系専攻）

Scannable KYOTO / 知のエコロジー・新京都学派の
サロン　- 文脈を探索し、文脈をデザインする -

京都観光に不便益な仕掛けのデザイン

Kyoto theme

Kyoto theme
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17

18

●実施者

佐藤 彰洋（京都大学 情報学研究科数理工学専攻）

永井 恵子（総務省統計局 統計情報企画室）

●実施者

中小路 久美代（京都大学 デザイン学ユニット）

山本 恭裕（東京大学大学院 教育学研究科）

西村 正貴（独立行政法人 統計センター共同利用システム課）

堀井 義之（独立行政法人 統計センター共同利用システム課）

川嶋 稔夫（はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科）

木村 健一（はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科）

データでデザイン！ (Data de Design!)

文化的な視点の発見と知的好奇心による図鑑

Free theme

Free theme
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19

20

●実施者

永原 正章（京都大学 情報学研究科）

林 和則（京都大学 情報学研究科）

●実施者

粂 直人（京都大学 情報学研究科）

奥田 泰弘（滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会

     「びわ湖メディカルネット」）

湊 小太郎（公益財団法人京都高度技術研究所）

増田 善行（医療法人社団よつば会 よつばライフケアネットワーク）

ドローンを極める

個人情報を “使って” 医療と介護を創るデザイン

Free theme

Free theme
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21

22

●実施者

松原 厚（京都大学 工学研究科）

子安 増生（京都大学 教育学研究科）

大島 裕明（京都大学 情報学研究科）

●実施者

石原 克治（日建設計総合研究所 理事 / 京都大学 経営管理大学院）

本丸 達也（リベラ株式会社）

熊谷 潤（リベラ株式会社 技術開発部）

辰巳 明久（京都市立芸術大学 美術学部／大学院美術研究科）

枡田 恵（京都大学 教育学研究科（デザイン学本科生））

中田 重昭（リベラ株式会社）

栄 千治（日建設計エネルギー 情報計画部）

Kawaii をデザインする

IoT と屋内位置情報の連携による新たなサービスのデザイン
（東京オリンピック施設での実現を目指して？？？）

Free theme

Free theme



21

23

24

●実施者

Yohei Murakami(Unit of Design, Kyoto University)

Arbi Haza Nasution(Department of Social Informatics, Kyoto University)

●実施者

大島 裕明（京都大学 情報学研究科社会情報学専攻）

白石 晃一（京都大学 デザイン学ユニット）

Toru Ishida（Department of Social Informatics, Kyoto University）

南 裕樹（奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科）

Save World's Endangered Languages! 
( 世界の危機言語を救え！ )

老人と IT

Free theme

Free theme
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25

26

●実施者

森 幹彦（京都大学 学術情報メディアセンター）

北野 清晃（京都大学大学院 情報学研究科（デザイン学本科生））

●実施者

平岡 敏洋（京都大学 情報研究科システム科学専攻）

大場 紀章（株式会社テクノバ 調査研究部）

奥本 素子（京都大学 高等教育研究開発推進センター）

元木 環（京都大学 情報環境機構）

久下 敦子（株式会社テクノバ 調査研究部）

ワークショップのための情報技術を考えよう

動かない自動車を活用するデザイン

Free theme

Free theme
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27

28

●実施者

福田 卿也（博報堂関西支社 マーケティング G）

井上 雄二（博報堂関西支社 マーケティング G）

●実施者

塩瀬 隆之（京都大学 総合博物館）

安斎 勇樹（東京大学大学院 情報学環）

利根川 公司（博報堂関西支社 マーケティング G）

通勤・通学の “時間の過ごし方” をデザインする

「問いの教科書」をすてる

Free theme

Free theme
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会場アクセス

1号館
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周辺飲食店マップ
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京都大学デザインスクール
について

　現代社会では諸問題が互いに影響を与え合い、単一の専門領域の力だけでは解決できなくなって

います。この複雑化した状況において「デザイン学」は、京都大学が長年にわたって培ってきた諸

学を融合しつつ、産学・国際・大学間の連携を図りながら、社会の諸問題に対して全体最適の視点

から解決策を追求し社会のシステムを「デザイン」する新たな学問領域です。

　「京都大学デザイン学大学院連携プログラム」は、５年一貫で「デザイン学」を学ぶわが国初の博

士教育プログラム。自らの専門領域を超えて協働できる突出した専門家「十字型人材 (plus shaped 

people)」を育成します。「京都大学デザインスクール」は、同プログラムと社会が連携した、活動の総称。

サマーデザインスクールはその活動の中でも最大のお祭りです。

　情報学、機械工学、建築学、

経営学、心理学のいずれかの修

士課程に入学後に、プログラム

に出願することで、履修するこ

とができます。５年間、自らの

専門分野で研究を進めながらデ

ザイン学の講義や実習を履修す

る、「２階建て」のプログラム

です。

　学部生の皆さん、現在社会人

で博士取得を検討している皆さ

ん、是非デザインスクールで一

緒に学び、十字型人材を目指し

ませんか？

http://www.design.kyoto-u.ac.jp/

俯瞰力 独創力

博士論文の執筆
博士論文について本プログラムと在籍する研究科が審査を実施。ラムと在籍

Qualifying examination
デザイン学共通科目・領域科目についての筆記試験や口頭試問を実施。について

専門領域の大学院入試を受験
合格者の中から在籍研究科が候補者を推薦し、書類審査および口頭試問により選抜。を推薦し、

海外インターンシップ・フィールドインターンシップ

デザイン学領域科目（副領域）

デザイン学領域科目（主領域）

デザイン学共通科目

建築学
（工学研究科）

情報学
（情報学研究科）

経営学
（経営管理大学院）

心理学
（教育学研究科）

機械工学
（工学研究科）

問題発見型学習・問題解決型学習

オープンイノベーション実習

リーディングプロジェクト（博士研究）
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デザインイノベーション
コンソーシアムについて

sharing experiences...
to see its underling
potentials
互いの経験を深め
根底にある可能性を見極める

02. プロフェッショナル・デザインキャンプ

PROFESSIONAL
DESIGN CAMP

from the process of
working together
協働・協業からの新たな発見や気づき
そこから生まれる新たなアイデア

01. DESIGN SEMINARSデザインセミナー

approaching 
the latest trends 
by design
最新トレンドに
デザインの観点からアプローチ

03. DESIGN FORUMS
デザインフォーラム

　デザインイノベーションコンソーシアムは、京都大学デザインスクールと産業界・行政の連携に

より、領域横断的な問題発見・解決を行うために設立されました。グローバル社会の複合的な問題

を解決できる人材の育成を推進し、産官と学の双方に接する中間組織体となることを目指していま

す。2015 年 8 月現在、50 を超える企業・公的機関が参画しています。　　

　会員企業・公的機関の方々に、次のようなプログラムを企画提供し、また広く社会に対しても相

互学習の場を提供します。

http://designinnovation.jp/

discussing each of ideas 
with assembled experts
案件ごとに専門家を招いて議論する

05. OPEN 
INNOVATION
オープンイノベーション

beyond the boundaries of...
organization,discipline,
conventional thinking
組織・領域・従来の枠をこえて

06. DESIGN
INNOVATION
CENTER FELLOW
デザインイノベーション拠点フェローcreating the innovative ideas 

through effective collaborations 
of companies and students
企業と学生のコラボから生まれる
斬新なアイデア

04. サマーデザインスクール

SUMMER DESIGN
SCHOOL
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運営情報
■実行委員会

■運営委員会

京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット 特定助教

京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット 特定准教授

京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット 特定准教授

京都大学大学院 工学研究科 機械理工学専攻 助教

京都大学大学院 情報学研究科 数理工学専攻 助教

京都大学大学院 教育学研究科 教育科学専攻 特定准教授

京都大学 経営管理大学院 特定講師

京都大学大学院 情報学研究科 知能情報学専攻

　／京都大学デザイン学大学院連携プログラム１期生

北 雄介（実行委員長） 

村上 陽平（副実行委員長） 

荒牧 英治　※2015/8/31 まで

堀口 由貴男 

佐藤 彰洋 

高橋 雄介 

鈴木 智子 

坂口 智洋（学生委員）

京都大学大学院 情報学研究科 教授

京都大学大学院 工学研究科 教授

京都大学大学院 情報学研究科 教授

京都大学 経営管理大学院 教授

京都大学大学院 教育学研究科 教授

京都大学 学術情報メディアセンター 教授

京都市芸術大学 美術研究科 教授

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 教授

京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット 特定准教授

京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット 特定助教

石田 亨 

椹木 哲夫 

守倉 正博

松井 啓之 

楠見 孝 

中村 裕一 

塚田 章 

政宗 貞男

荒牧 英治　※2015/8/31 まで

北 雄介

■運営事務局

京都大学 学際融合教育研究推進センター デザイン学ユニット

京都大学 学際融合教育研究推進センター デザイン学ユニット

京都大学 学際融合教育研究推進センター デザイン学ユニット

久保田 庸子

角川 栄里

谷口 文佳

京都大学サマーデザインスクール 2015 公式パンフレット

2015 年 9 月 15 日発行

発行元：京都大学デザイン学大学院連携プログラム

編　集：京都大学サマーデザインスクール 2015 実行委員会



Email ： contact@design.kyoto-u.ac. jp
京都大学デザイン学大学院連携プログラム

http : //www.design.kyoto-u.ac.jp/


