
授業科目区分 専攻共通科目 授業対象学生 1年次 必修 

授業科目名 
特別研究（１） 

Special research (1) 

講義題目 Special Research (1) 

授業方法及び開講学期等 前期・後期   曜日   時限 単位数  2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、キム ヨ

ンキュ、南博文、藤枝守、當眞千賀子、

坂元一光、加藤和生、濵田裕子、三島

美佐子、森田昌嗣、清須美匡洋、坂口

光一、池田美奈子、樋口明彦、曽我部

春香、麻生美希 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

HIGUCHI, Yeonkyu KIM, Hirofumi 

Minami, Mamoru Fujieda, Chikako 

Toma, IKKO SAKAMOTO, Kazuo 

KATO, Yuko Hamada, MISAKO 

MISHIMA, Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi, Koichi SAKAGUCHI, 

MINAKO IKEDA, Akihiko Higuchi, 

Haruka Sogabe, Miki Aso, Goshi SATO 

履修条件 

特別研究は、修士研究の骨幹をなす演習科目であるた

め、指導教員との相談の上、関連して習得すべき科目の履

修計画をたてること。 

授業の概要 

特別研究（１）は、院生ひとりひとりが専攻の学修を総括するために実施する研究である。院生は感

性についての広い視野の下に、自主的な課題設定、課題解決のための仮説考案、検証方法の決

定、これらの指導教員への説明等を行なう。所属コースの担当指導教員は研究計画の立案と実行を

指導して、院生の知的能力、コミュニケーション能力等を確認し特別研究（２）への進展を判定する。

各教員の指導担当は、以下のとおりとする。 

綿貫 茂喜 ：感覚生理、感情生理、生理人類学に関連した研究 

森  周司 ：認知科学、認知心理学、知覚心理学に関連した研究 

樋口 重和 ：感性人類学、適応行動に関連した研究 

キム ヨンキュ：感性生理学、共感、美意識、母性に関連した研究 

南  博文 ：チャイルド・ライフ、環境心理、発達心理に関連した研究 

藤枝  守 ：音による感性表現、サウンドデザイン、音環境に関連した研究 

當眞千賀子 ：実践子ども学、実践形成フィールドワークに関連した研究 

坂元 一光 ：現代子ども文化、異文化間コミュニケーションに関連した研究 

加藤 和生 ：創造的ディスカッション、自己心理学、対人関係学に関する研究 

濵田 裕子 ：小児・家族ケア、チャイルドライフに関連した研究 

三島美佐子：ミュージアム、科学コミュニケーション、場づくりに関連した研究 

森田 昌嗣 ：デザイン評価、公共デザイン、産業デザインに関連した研究 

清須美匡洋 ：ブランド価値創成、プロモーションデザイン、ソーシャルエクスピリエンス

デザインに関連した研究 

坂口 光一 ：感性産業創成、イノベーション、地域再生に関連した研究 

池田美奈子 ：情報価値編集、情報デザイン、地域ブランドに関連した研究 



樋口 明彦 ：景観価値、アーバンデザイン、まちづくりに関連した研究 

曽我部春香：クオリティカルテ価値評価、公共に関わるデザインに関連した研究 

麻生 美希：文化的景観の形成、文化遺産の保存・活用、観光地域づくりに関連した研究 

全体の教育目標 

この科目は、個々の学生が指導教員の指導を受けながら、自らの問題意識と研究計画に基づいて

自主研究として取り組んでいく。課題設定、仮説考案、仮説検証、体系的説明、という一連の知識創

造プロセスに自ら取り組むことで、総合的・統合的な知的能力を涵養するともに、社会現場の問題・課

題にアプローチしていくセンスと達成力を磨くことを目的とする。 

個別の学習目標 

研究テーマに則した個別の学習目標については、指導教員と相談の上で設定すること。 

授  業  計  画 

研究の期間を次のように区分し、指導教員のもとで研究にあたる。期間中は適宜、指導教員に進

捗を報告し、意見交換を行うとともに研究指導を受ける。 

（Ⅰ）研究計画設定（テーマ、フィールド、方法） 

（Ⅱ）研究実施 

（Ⅲ）研究成果の概要とりまとめ 

キーワード 

感性科学、感性コミュニケーション、感性価値クリエーション 

授業の進め方 

授業計画にそって各担当教員が演習を行う。基本的に研究テーマにそった計画書および成果報告

書を求める。 

教科書及び参考図書 

学生の研究計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子

メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホー

ムページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

研究の問題意識、意欲、取り組み、成果を総合的に評価していく。成果取りまとめの形式は、論

文、調査報告、実践レポートなど、研究計画に応じて選択できるものとする。 

（評価基準） 

所属コースの担当指導教員が院生の知的能力、コミュニケーション能力等を確認し特別研究（２）

への進展を判定する。 

その他 

特になし 

 
 



授業科目区分 専攻共通科目 授業対象学生 2年次 必修 

授業科目名 
特別研究（2） 

Special research (2) 

講義題目 Special Research (2) 

授業方法及び開講学期等 前期・後期   曜日   時限 単位数  4 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、キム ヨ

ンキュ、南博文、藤枝守、當眞千賀子、

坂元一光、加藤和生、濵田裕子、三島

美佐子、森田昌嗣、清須美匡洋、坂口

光一、池田美奈子、樋口明彦、曽我部

春香、麻生美希 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

HIGUCHI, Yeonkyu KIM, Hirofumi 

Minami, Mamoru Fujieda, Chikako 

Toma, IKKO SAKAMOTO, Kazuo 

KATO, Yuko Hamada, MISAKO 

MISHIMA, Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi, Koichi SAKAGUCHI, 

MINAKO IKEDA, Akihiko Higuchi, 

Haruka Sogabe, Miki Aso, Goshi SATO 

履修条件 

特別研究は、修士研究の骨幹をなす演習科目であり特別

研究（1）の継続演習となるため、指導教員との相談の上、関

連して習得すべき科目の履修計画をたてること。 

授業の概要 

研究（１）に基づき、院生は構築した仮説を検証・吟味して成果をまとめ説明を行う。院生は、論文、

成果発表等により本専攻で涵養した能力を総合的に実証することが求められる。所属コースの担当

指導教員は研究計画の立案と実行を指導する。特別研究が専攻修了にふさわしい能力を実証してい

るかどうかは複数の教員が判定する。各教員の指導担当は、以下のとおりとする。 

綿貫 茂喜 ：感覚生理、感情生理、生理人類学に関連した研究 

森  周司 ：認知科学、認知心理学、知覚心理学に関連した研究 

樋口 重和 ：感性人類学、適応行動に関連した研究 

キム ヨンキュ：共感、美意識、母性などの人間資質に関する研究 

南  博文 ：チャイルド・ライフ、環境心理、発達心理に関連した研究 

藤枝  守 ：音による感性表現、サウンドデザイン、音環境に関連した研究 

當眞千賀子 ：実践子ども学、実践形成フィールドワークに関連した研究 

坂元 一光 ：現代子ども文化、異文化間コミュニケーションに関連した研究 

加藤 和生 ：創造的ディスカッション、自己心理学、対人関係学に関する研究 

濵田 裕子 ：小児・家族ケア、チャイルドライフに関連した研究 

三島美佐子：ミュージアム、科学コミュニケーション、場づくりに関連した研究 

森田 昌嗣 ：デザイン評価、公共デザイン、産業デザインに関連した研究 

清須美匡洋 ：ブランド価値創成、プロモーションデザイン、ソーシャルエクスピリエンス

デザインに関連した研究 

坂口 光一 ：感性産業創成、イノベーション、地域再生に関連した研究 

池田美奈子 ：情報価値編集、情報デザイン、地域ブランドに関連した研究 

樋口 明彦 ：景観価値、アーバンデザイン、まちづくりに関連した研究 



曽我部春香：クオリティカルテ価値評価、公共に関わるデザインに関連した研究 

麻生 美希：文化的景観の形成、文化遺産の保存・活用、観光地域づくりに関連した研究 

全体の教育目標 

この科目は、特別研究（1）で得られた研究成果をさらに発展させ、最終的な取りまとめを行うもので

ある。個々の学生は、引き続き指導教員の指導を受けながら、自らの問題意識と研究計画に基づい

て自主研究に取り組む。専攻で学んだ成果を織り込みながら最終的な取りまとめを行うことで、実社

会においてユーザー感性学を活かしていく視座と自信をつかんでいく。 

個別の学習目標 

研究テーマに則した個別の学習目標については、指導教員と相談の上で設定すること。 

授  業  計  画 

特別研究（1）で得た研究成果の概要をもとに、それを発展させ、最終成果として取りまとめていく、

知的作業が中心となる。とりまとめの過程においては、適宜、指導教員に報告を行い、アドバイスを受

けるものとする。 

キーワード 

感性科学、感性コミュニケーション、感性価値クリエーション 

授業の進め方 

授業計画にそって各担当教員が演習を行う。基本的に研究テーマにそった計画書および成果報告

書を求める。 

教科書及び参考図書 

学生の研究計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子メ

ールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホーム

ページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

研究の問題意識、意欲、取り組み、成果を総合的に評価していく。成果取りまとめの形式は、論

文、調査報告、実践レポートなど、研究計画に応じて選択できるものとする。 

（評価基準） 

特別研究が専攻修了にふさわしい能力を実証しているかどうかは複数の教員が判定する。 

その他 

特になし 

 

 
 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（ユーザー感性学基礎） 
授業対象学生 1年次 選択 

授業科目名 
感性科学概論 

Introduction to Kansei Research 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  月曜日  ３時限 単位数  ２単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、金兗奎 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

Higuchi, Yeon-kyu Kim 

watanuki@design.kyushu-u.ac.jp 

履修条件 

当概論は感性科学コースに所属する学生は必ず受講す

ること。また、他コースの学生であっても、感性を理解する基

礎科目であるため、履修することが望ましい。 

授業の概要 

人間の500万年の進化の歴史を考えれば、生物としてのヒトを視座し、感性は“うまく生きる”ための

進化適応上の心の機能として捉える。環境適応の視点から感性・感動を研究することは妥当である。 

 私たちは、視覚・聴覚・嗅覚・体性感覚（触 ・振動）刺激を与え、種々の情動が生じた時の生理反応

（脳波・自律神経・内分泌・免疫系）の特徴を幅広く探っています． 

本講義では、感性の進化的意義を学び、感性計測の基礎から応用まで学習し、感性科学を視座し

た高付加価値製品の開発事例を通して、今後のもの作りの在り方について理解する。 

In the history of evolution of Homo sapiens can be traced back to 5 million years ago, iwith regard 

to, organisms, including Homo sapiens, Kansei tend to prefer comfort to discomfort and evolve 

genetically to adapt to favorable living environments. Therefore, research studies that focus on 

psychological sensibilities and emotions from enviromental adaptation. 

We deliver visual, acoustic, odorous, systemic sensory (tactile, vibrating) stimuli in an attempt to 

extensively and intensively explore the special features of physiological responses 

(electroencephalography, autonomic nervous system, endocrine system, immunosystem) produced 

under such emotional conditions. 

In this subject, that is studying evolve genetically to adapt of Kansei and studying of Kansei 

methods from the basics to the advanced level, will probably spur development of high value-added 

functional products in bettering human lives in our ever-changing global environments. 

全体の教育目標 

感性は自然科学の対象から外されていた。その結果、高度な技術化社会が形成されたが、一方人

間性の否定等、人間疎外の社会も形成されてしまった。そこで本授業では、安全・安心で心豊な社会

を構築するために感性とは何かを知り、その重要性を意識させ、感性科学の今後の発展性、および

感性を重視した製品開発やコミュニケーションのあり方を理解させる。 

個別の学習目標 

感性とは何かを理解し、感性を科学することの重要性を学び、感性科学に基づく技術開発の有用

性を知る。 

授  業  計  画 

（第１回）：感性とは何か (綿貫) 

（第２回）：感性研究による新しい世界観の創造 (綿貫) 

（第３回）：感性に関するグループディスカッション (綿貫) 

（第４回）： ヒトの感性と進化 (樋口) 

（第５回）：ヒトの感性と適応行動 (樋口) 

（第６回）：ヒトの感性の多様性 (樋口) 



（第７回）：感性の進化的意義に関するグループディスカッション (樋口) 

（第８回）：心理測定の基礎 (森) 

（第９回）：感性と生理反応（綿貫） 

（第10回）：感性と脳機能（金） 

（第11回）：感性計測に関するグループディスカッション（森・綿貫・金） 

（第12回）：感性と高付加価値製品の開発（綿貫） 

（第13回）：感性とコミュニケーション（樋口） 

（第14回）：感性科学に関する総合ディスカッション（綿貫・森・樋口･金） 

（第15回）：まとめ 

キーワード 

感性、進化、心理生理反応、コミュニケーション 

授業の進め方 

通常の授業形態で行う。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

直接の相談が必要な場合は、電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約するこ

と。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業では授業計画に示すように、4 回のグループディスカッションを行うが、その発言内容や、デ

ィスカッション後に提出するレポート、および試験によって評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、出席状況、ディスカッションでの発言内容、レポート、学習態度、および

試験の成績で評定する。 

その他 

特になし 

 

 
 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（ユーザー感性学基礎） 
授業対象学生 1年次 選択 

授業科目名 
感性コミュニケーション概論 

Introduction to Kansei Communication 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  月曜日  ４時限 単位数  ２単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

南博文、藤枝守、當眞千賀子、坂元一

光、濵田裕子、三島美佐子、加藤和夫 

Hirofumi Minami, Mamoru Fujieda, 

Chikako Toma, Ikkou Sakamoto, Yuko 

Hamda, Misako Mishima, Kazuo Kato 

履修条件 

特になし・感性コミュニケーションコースの学生は必修 

授業の概要 

感性コミュニケーションに関わる哲学・心理学・人類学・芸術を始めとする人文諸科学の関連する考

えを紹介し、言語以前の身体や場を基盤とする原初的コミュニケーション、初期母子関係、身体的コミ

ュニケーション、視覚的伝達、共感性、相互主観性、象徴遊びなどの創造行為、夢におけるシンボ

ル、祭り・儀礼など感性を理解するキーワードを概説する。 

A wide range of disciplines of humanities including philosophy, psychology，anthropology, and art 

are covered that focus on pre-verbal primordial communication based on body and the 

inter-subjective field. Topics include early childhood-mother communication, bodily communication, 

visual communication, empathetic relations, inter-subjectivity, symbolic play, dream interpretation, 

and cultural communication in rituals and festivities. 

全体の教育目標 

・感性コミュニケーションの目標と基本概念を学ぶ 

・コミュニケーションに関わる人文・社会科学・芸術の基礎知識を学ぶ 

・感性を通じた人と人の通じ合いの現象について体験を通して実感的に理解する 

個別の学習目標 

感性コミュニケーションコースへの入門として、本コースの全体像をつかむと共に、基本的な考え方

などを具体例を通じて習得する。 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス（教員紹介を兼ねて） 

（第２回）感性コミュニケーションという見方によって開かれるもの 

（第３回）母と子のあいだ：原初的コミュニケーションの心理学I 

（第４回）三項関係：原初的コミュニケーションの心理学II 

（第５回）相貌的知覚と絵の表現：「お月さんが笑っている」 

（第６回）動物とのコミュニケーション 

（第７回）情動系と共感性の成り立ち 

（第８回）環境とのコミュニケーション：アフォーダンス 

（第９回）場において感知されること：空気を読むということ 

（第10回）演劇とパフォーマンス：身体コミュニケーションI 

（第11回）祭りの体験：身体コミュニケーションII 

（第12回）オノマトペ：詩的言語表現 

（第13回）歌う・謡う・うたう：詩と歌と唄 

（第14回）する側とされる側：社会情動的関係のなかの感性 



（第15回）まとめ 

キーワード 

共感性、共通感覚、発達過程、非言語的コミュニケーション、初期母子関係、情動、シンボル形成 

授業の進め方 

テキストを用いて基本概念の整理を行い、現実の諸事例の吟味やミニ実習を通しての実演的な学

習をできるだけ工夫する 

教科書及び参考図書 

鯨岡駿 「原初的コミュニケーションの諸相」ミネルヴァ書房 

その他適宜授業で紹介する 

学習相談 

月曜日12：00-13：00 及び授業後 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

授業への参加や小レポート課題、および最終レポート 

（評価基準） 

授業への参加（40％）・小レポート（20％）・最終レポート（40％） 

その他 

 

 
 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（ユーザー感性学基礎） 
授業対象学生 1年次 選択 

授業科目名 
感性価値クリエーション概論 

Introduction to Kansei Value Creation 

講義題目 Introduction to Kansei Value Creation 

授業方法及び開講学期等 前期  月曜日  ２時限 単位数  ２単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光一、樋 

口明彦、池田美奈子、曽我部春香、麻

生美希、佐藤剛史 

Yoshitsugu Morita, Masahiro Kiyosumi, 
Koichi SAKAGUCHI, Akihiko Higuchi, 
MINAKO IKEDA, Haruka Sogabe, Miki 

Aso, Goshi SATO 

履修条件 

本概論は、感性価値クリエーションコースに所属する学生

は必ず受講すること。また、他コースの学生であっても、ユー

ザー感性学における感性価値創造の実践型共通科目であ

り受講が望ましい。 

授業の概要 

感性価値とは、ユーザーを基盤とした技術・感性融合により創出される価値である。感性価値クリ

エーションとは、感性価値を抽出・形成・評価・マネジメントする感性価値創造プロセスの統合を意味

し、感性価値を効果的にモノ・コト・場の開発やサスティナブルな社会資本形成などに活かす戦略的

方法である。 

本概論は、感性価値クリエーションが社会や産業に果たす役割と意義の理解を促し、感性価値創

造プロセスの各段階における方法や手法等を解説する。 

全体の教育目標 

ものや情報が溢れた現代生活には、これまでの高機能性や高信頼性などの合理的な性能価値を

超えて、生活者の感性に働きかけ、その感動や共感を呼び起こす感性価値「いいもの、いいサービス

の本質」を創造し提供することが求められている。この概論では、感性価値創造の意義と役割、感性

価値評価、編集・マネジメント、そして社会への価値提供へ至る、感性価値創造プロセスのあり方と効

果を理解させることが目的である。 

個別の学習目標 

感性価値クリエーションには、一部の専門分野に偏らない多角的な知識と視野が求められるため、

日常的に社会動向に目を向けながら積極的に異分野の学修を行うことが望まれる。 

授  業  計  画 

（第１回）わが国における感性価値創造の役割と意義（坂口光一） 

（第２回～３回）感性価値創造のためのデザイン活用（森田昌嗣） 

（第４回～５回）感性価値創造とブランドデザイン（清須美匡洋） 

（第６回～７回）景観形成における感性価値創造の役割と効果（樋口明彦） 

（第８回～９回）自然環境形成における感性価値創造の役割と効果（佐藤剛史） 

（第１０回～１１回）感性価値創造と地域文化デザイン（麻生美希） 

（第１２回～１３回）感性価値創造と感性・デザイン評価（曽我部春香） 

（第１４回～１５回）編集の手法を用いた感性価値提供プロセス（池田美奈子） 

キーワード 

感性価値クリエーション、デザイン、ブランド、景観、自然環境、地域文化、編集 



授業の進め方 

授業計画にそって各担当教員が授業を行う。基本的に全授業単位において課題を示し、レポートを

求める。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などでテキスト資料を配付する。 

参考図書：「感性価値創造イニシアティブ」経済産業調査会、2007、他 

学習相談 

原則として授業終了後に、各授業担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事

前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレス

は、ホームページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、感性価値クリエーションコースの骨幹を成す専門分野をオムニバス方式による講義形

式で開講する。そのため各専門分野での理解度を判定するために、各分野別でのレポート等の成果

を総合して評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、レポート等の成果に出席状況、学修態度などを加味して、各専門分野

別の評定を行う。 

その他 

特になし 

 
 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学ＰＴＬ（感性科学Ⅰ） 

Kansei Science PTL on Kansei Research I 

＊ユーザー感性学ＰＴＬ（感性科学Ⅰ）・ユーザー感性学ＰＴＬ（感性科学Ⅱ）の大

枠は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定。 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  金曜日  ５～６時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、金兗奎 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

Higuchi, Yeonkyu Kim 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講するこ

とが望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

「美術館における展示方法（照明・室温）」「食卓の照明」「アミューズメントパークの生理心理的効

果」等、感性科学に関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践

的に習得する。 

The goal on this class is to leran how to resolve social and physical problems of living 

environment through the practice of Kansei science. 

全体の教育目標 

感性科学に関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横断的なチーム

で取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解決提示、評価、

という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

現実の問題点を把握し、生理心理的数値から改善する考え方を理解する。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

生理･心理測定・問題把握・解決呈示 

授業の進め方 

現場の状況にあわせて適宜対応する。 



教科書及び参考図書 

特になし 

学習相談 

学習相談を希望する者は相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学ＰＴＬ（感性科学Ⅱ） 

Kansei Science PTL on Kansei Research Ⅱ 

＊ユーザー感性学PTL（感性科学Ⅰ）・ユーザー感性学PTL（感性科学Ⅱ）の大枠

は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定。 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  月曜日 4～5時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、金兗奎 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

Higuchi, Yeonkyu Kim 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講するこ

とが望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

「美術館における展示方法（照明・室温）」「食卓の照明」「アミューズメントパークの生理心理的効

果」等、感性科学に関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践

的に習得する。 

The goal on this class is to leran how to resolve social and physical problems of living 

environment through the practice of Kansei science. 

全体の教育目標 

感性科学に関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横断的なチーム

で取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解決提示、評価、

という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

現実の問題点を把握し、生理心理的数値から改善する考え方を理解する。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

生理･心理測定・問題把握・解決呈示 

授業の進め方 

現場の状況にあわせて適宜対応する。 



教科書及び参考図書 

特になし 

学習相談 

学習相談を希望する者は相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
ユーザー感性学PTL（感性コミュニケーションⅠ） 

Kansei Science PTL on Kansei Communication Ⅰ 

講義題目 子どもホスピスプロジェクト～病気の子どもと家族のことを知る、関わる～ 

授業方法及び開講学期等 前期  水曜日 ３～４時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

濵田裕子 

Yuko Hamada 

履修条件 

 

授業の概要 

子どもホスピスについて理解を深めるためのレクチャーを行い、子どもの病気やいのちについて考

える。子どものホスピスの要素の一つである、病気や障がいのある子どもと家族の生活の質を高

める取り組みとして、病気や障がいのある子ども（家族）を対象にした企画を考え、実施する。 

全体の教育目標 

病気や障害のある子どもの理解を深め、子どもホスピスの本質を理解し、その課題について、当事

者と医療者の問題として終わらせない社会で取り組む課題とし、チームでできることを考え、実践

につなげることができる。 

個別の学習目標 

・病気や障害のある子どもと家族の生活への理解を深めることができる。 

・子どもホスピスの必要性、本質について理解することができる。 

・病気や障害のある子どもや家族の日常を理解しながら、子どもや家族が楽しめる場をイメージし、 

 子どもや青年が参加できる企画を計画し、実施することができる。 

授  業  計  画 

・病気や障害の子どもや家族の生活、子どもホスピスに関する講義 

・病気や障がいのある子ども（家族）を対象にした企画、運営、実施、評価 

・社会が子どもホスピスを受け入れるための課題の検討 

 

キーワード 

難病の子ども、感性コミュニケーション、居場所、子どもホスピス、家族ケア 

授業の進め方 

講義、グループ討論、企画に関する準備、実施 

教科書及び参考図書 

適宜紹介する。 

学習相談 

授業後に時間などを定めて行う。 

試験・成績評価等 

（評価方法）：プロジェクトへの参加度、討論内容および、課題への取り組み、実施、事後評価 

（評価基準） 

総合的に評価する。 



その他 

 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学PTL（感性コミュニケーションⅡ・Ⅳ） 

Kansei Science PTL on Kansei Communication Ⅱ 

Kansei Science PTL on Kansei Communication Ⅳ 

講義題目 
子どもホスピスプロジェクト 

Project of Children’s Hospice 

授業方法及び開講学期等 後期   単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

濵田裕子 

YUKO HAMADA 

履修条件 

 

授業の概要 

子どもの病気やいのちについて考え、子どもホスピスの要素の一つである、病気や障がいのある

子どもと家族の生活の質を高める取り組みを考えるとともに、社会に対する啓蒙として市民対象

のセミナーを企画する。 

Considering issues of children’s lives with life threathening illnesses and creating an event for 

sick children or planning a seminar for citizen as enlightenment for the society.     

 

全体の教育目標 

病気や障害のある子どもの理解を深め、子どもホスピスの本質を理解し、その課題について、当事

者と医療者の問題として終わらせない社会で取り組む課題とし、チームでできることを考え、実践

につなげることができる。 

個別の学習目標 

・子どもホスピスの必要性、本質について理解することができる。 

・病気や障害のある子どもや家族の日常を理解しながら、子どもや家族が楽しめる場をイメージし、 

 子どもや青年が参加できる企画を計画し、実施することができる。 

・子どもホスピスが市民に受け入れられるための課題を考えることができる。 

授  業  計  画 

・病気や障がいのある子ども（家族）を対象にした企画、運営、実施、評価 

・社会が子どもホスピスを受け入れるための課題の検討 

・一般市民を対象にした子どもホスピスセミナーの企画・運営・実施、評価 

 

キーワード 

難病の子ども、感性コミュニケーション、居場所、子どもホスピス、家族ケア 

授業の進め方 

講義、グループ討論、企画に関する準備、実施 

教科書及び参考図書 

適宜紹介する。 

学習相談 

授業後に時間などを定めて行う。 



試験・成績評価等 

（評価方法）：プロジェクトへの参加度、討論内容および、課題への取り組み、実施、事後評価 

（評価基準）：総合的に評価する。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １、２年次 選択 

授業科目名 
ユーザー感性学PTL（感性コミュニケーションⅢ） 

Kansei Science PTL on Kansei Communication Ⅲ 

講義題目 ミュージアム・コミュニケーション 

授業方法及び開講学期等 前期  木曜日 １～２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業（ただし受講者と相談の上、開講日時・実施日時の変更あり） 

担当教員 

三島美佐子 

MISAKO MISHIMA 

履修条件 

○積極的・主体的に参加すること 

○課外の自学・準備等を実践できること 

授業の概要 

社会的課題をふまえたミュージアム体験の創出をテーマに、ワークショップや展示、催事等の

企画・実施などの実践演習をとおして、活動や論文制作に必要な実践的なスキルおよび思考法

を習得する。 

全体の教育目標 

感性コミュニケーションに関連し、現場的課題を題材に、コース横断的なチームで取り組むことを通し

て、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解決提示、評価、という感性価値創造

プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

ユーザーのニーズに基づいた開示手法およびそれらの実践に必要な社会的手続きなどについて学

び、他者と協力することで実現することのできる実践力を養う。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3つ

の要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進にあ

たっては、現場担当者や専門家のレクチャーやヒアリングを織り込んでいくものとする。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会（適宜） 

 

今年度は、ミュージアムにおける教育普及やサイエンスコミュニケーションのワークショップを企画・実

施することを中心に、美術館や科学博物館の専門家のレクチャーを織り込みながらチームで学習・実

践していく。実践におけるユーザー調査やその分析を加え、報告書の作成までを目指す。 

キーワード 

ミュージアム、博物館体験、サイエンスコミュニケーション、展示、ワークショップ 

授業の進め方 

プロジェクトの性質に応じて、集中的に行う部分と定常的に議論する部分を適宜組み合わせる。 

教科書及び参考図書 

適宜紹介する。金曜日２限に開講される「ファシリテーション演習」を受講すること。 

学習相談 

授業後に時間などを定めて行う。 



試験・成績評価等 

（評価方法） 出席、積極的参加、レポート 

 実践実施をとおして参加者利用者からの意見にもとづく評価 

（評価基準） 

総合評価 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーションⅠ） 

Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅰ 

＊ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーション）Ⅰ～Ⅳの大枠は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定。 

講義題目 Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅰ 

授業方法及び開講学期等 

前期  水曜日 ５～６時限 

    木曜日 ５～６時限 

金曜日  ３～４時限 

単位数  2  単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光一、池

田美奈子、曽我部春香、麻生美希 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi,Koichi SAKAGUCHI, MINAKO 

IKEDA, Haruka Sogabe, Miki Aso 

履修条件 

PTLは、本専攻において実践力を養うための重要な演習

科目であるため、指導教員との相談の上、関連して習得す

べき科目の履修計画をたてること。 

授業の概要 

企業や行政、他大学等との連携を図りながら、設定された各テーマに基づいて感性価値クリエーシ

ョンに関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践的に習得す

る。 

Project base learing collaborating with business, government, other university, etc.. Actual learning 

program focusing on each practical theme committing the social problem in the real time. 

全体の教育目標 

感性価値クリエーションに関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横

断的なチームで取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解

決提示、評価、という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

感性価値クリエーションには、一部の専門分野に偏らない多角的な知識と視野が求められるため、

日常的に社会動向に目を向けながら積極的に異分野との交流による実践的な学修を行うことが望ま

れる。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

感性価値クリエーション、デザイン、ブランド、景観、自然環境、地域文化、感性テーブル 



授業の進め方 

授業計画にそって複数の担当教員が演習を行う。基本的にPTLテーマにそった計画書および成果

報告書を求める。 

教科書及び参考図書 

チームの演習計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子

メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホー

ムページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーションⅡ） 

Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅱ 

＊ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーション）Ⅰ～Ⅳの大枠は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定 

講義題目 Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅱ 

授業方法及び開講学期等 

後期  月曜日４～５ 時限 

     火曜日４～５ 時限 

     金曜日１～２ 時限 

単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光一、池

田美奈子、曽我部春香、麻生美希 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi,Koichi SAKAGUCHI, MINAKO 

IKEDA, Haruka Sogabe, Miki Aso 

履修条件 

PTLは、本専攻において実践力を養うための重要な演習

科目であるため、指導教員との相談の上、関連して習得す

べき科目の履修計画をたてること。 

授業の概要 

企業や行政、他大学等との連携を図りながら、設定された各テーマに基づいて感性価値クリエーシ

ョンに関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践的に習得す

る。 

Project base learing collaborating with business, government, other university, etc.. Actual 

learning program focusing on each practical theme committing the social problem in the real time. 

全体の教育目標 

感性価値クリエーションに関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横

断的なチームで取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解

決提示、評価、という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

感性価値クリエーションには、一部の専門分野に偏らない多角的な知識と視野が求められるため、

日常的に社会動向に目を向けながら積極的に異分野との交流による実践的な学修を行うことが望ま

れる。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

感性価値クリエーション、デザイン、ブランド、景観、自然環境、地域文化、感性テーブル 



授業の進め方 

授業計画にそって複数の担当教員が演習を行う。基本的にPTLテーマにそった計画書および成果

報告書を求める。 

教科書及び参考図書 

チームの演習計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子

メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホー

ムページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーションⅢ） 

Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅲ 

＊ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーション）Ⅰ～Ⅳの大枠は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定。 

講義題目 Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅲ 

授業方法及び開講学期等 

前期  水曜日 ５～６時限 

    木曜日 ５～６時限 

金曜日  ３～４時限 

単位数  2  単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光一、池

田美奈子、曽我部春香、麻生美希 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi,Koichi SAKAGUCHI, MINAKO 

IKEDA, Haruka Sogabe, Miki Aso 

履修条件 

PTLは、本専攻において実践力を養うための重要な演習

科目であるため、指導教員との相談の上、関連して習得す

べき科目の履修計画をたてること。 

授業の概要 

企業や行政、他大学等との連携を図りながら、設定された各テーマに基づいて感性価値クリエーシ

ョンに関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践的に習得す

る。 

Project base learing collaborating with business, government, other university, etc.. Actual learning 

program focusing on each practical theme committing the social problem in the real time. 

全体の教育目標 

感性価値クリエーションに関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横

断的なチームで取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解

決提示、評価、という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

感性価値クリエーションには、一部の専門分野に偏らない多角的な知識と視野が求められるため、

日常的に社会動向に目を向けながら積極的に異分野との交流による実践的な学修を行うことが望ま

れる。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

感性価値クリエーション、デザイン、ブランド、景観、自然環境、地域文化、感性テーブル 



授業の進め方 

授業計画にそって複数の担当教員が演習を行う。基本的にPTLテーマにそった計画書および成果

報告書を求める。 

教科書及び参考図書 

チームの演習計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子

メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホー

ムページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 

ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーションⅣ） 

Kansei Science PTL on Kansei Communication Ⅳ 

＊ユーザー感性学PTL（感性価値クリエーション）Ⅰ～Ⅳの大枠は同じ。 

テーマと開講時期が異なるのみ。 

＊テーマは、企業・行政等の協力を得て設定。 

講義題目 Kansei Science PTL on  Kansei Value Creation Ⅳ 

授業方法及び開講学期等 

後期  月曜日４～５時限 

    火曜日４～５時限 

    金曜日１～２時限 

単位数  2  単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光一、池

田美奈子、曽我部春香、麻生美希 

＊テーマに応じ教員が適宜、担当教員

として参加 

Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi,Koichi SAKAGUCHI, MINAKO 

IKEDA, Haruka Sogabe, Miki Aso 

履修条件 

PTLは、本専攻において実践力を養うための重要な演習

科目であるため、指導教員との相談の上、関連して習得す

べき科目の履修計画をたてること。 

授業の概要 

企業や行政、他大学等との連携を図りながら、設定された各テーマに基づいて感性価値クリエーシ

ョンに関連する生きた演習プログラムで社会現場の課題にリアルタイムに取り組み実践的に習得す

る。 

Project base learing collaborating with business, government, other university, etc.. Actual learning 

program focusing on each practical theme committing the social problem in the real time. 

全体の教育目標 

感性価値クリエーションに関連し、企業、行政、地域社会等、現場が抱える課題を題材に、コース横

断的なチームで取り組むことを通して、問題把握、アイデア創発、集団的な知識創造、仮説設定、解

決提示、評価、という感性価値創造プロセスを実践、推進していく素養を身につけていく。 

個別の学習目標 

感性価値クリエーションには、一部の専門分野に偏らない多角的な知識と視野が求められるため、

日常的に社会動向に目を向けながら積極的に異分野との交流による実践的な学修を行うことが望ま

れる。 

授  業  計  画 

ユーザー感性学PTL 科目の、「現場の課題」「チームでの取り組み」「クライアントへの提案」という3

つの要件を念頭に、指導教員の指導の下、以下のような3 ステップで進めていく。プロジェクト推進に

あたっては、企業・行政等の現場の担当者のレクチャーやヒアリングを適宜織り込んでいくものとす

る。 

（Ⅰ）チームビルディング 

（Ⅱ）プロジェクト推進（仮説設定、プロトタイプ提案まとめ、検証） 

（Ⅲ）クライアントへの成果報告会 

キーワード 

感性価値クリエーション、デザイン、ブランド、景観、自然環境、地域文化、感性テーブル 



授業の進め方 

授業計画にそって複数の担当教員が演習を行う。基本的にPTLテーマにそった計画書および成果

報告書を求める。 

教科書及び参考図書 

チームの演習計画に応じて、参考書等につき適宜アドバイスをしていく。 

学習相談 

原則として演習中に、各担当教員が学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事前に電子

メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレスは、ホー

ムページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

成果報告会を演習協力先のもとで実施し、チームによる成果報告について協力先の意見を聞き、

それを参考に最終評価を行う。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
専攻共通科目 

（PTL・インターンシップ） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
インターンシップ 

Internship 

講義題目 Internship 

授業方法及び開講学期等 前期・後期  曜日  時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 集中講義 

担当教員 

綿貫茂喜、森周司、樋口重和、金兗

奎、南博文、藤枝守、當眞千賀子、坂

元一光、加藤和生、濵田裕子、三島美

佐子、森田昌嗣、清須美匡洋、坂口光

一、池田美奈子、樋口明彦、曽我部春

香、麻生美希、佐藤剛史 

Shigeki Watanuki, Shuji Mori, Shigekazu 

HIGUCHI, Yeonkyu KIM, Hirofumi 

Minami, Mamoru Fujieda, Chikako 

Toma, IKKO SAKAMOTO, Kazuo 

KATO, Yuko Hamada, MISAKO 

MISHIMA, Yoshitsugu Morita, Masahiro 

Kiyosumi, Koichi SAKAGUCHI, 
MINAKO IKEDA, Akihiko Higuchi, 
Haruka Sogabe, Miki Aso, Goshi SATO 

履修条件 

受入先、研修テーマ、時期、期間などについて、事前に指

導教員との十分相談の上、計画をたてること。 

授業の概要 

企業や行政等の現場において、一定期間、研修生として働く。研修の内容については、事前に大

学と受入先との間で協議を行い、指導教員が事前指導として学生に正確に伝えるものとする。研修後

は、事後指導として、研修先での学習内容と感想についての口頭報告とレポート提出を求めるものと

する。 

全体の教育目標 

企業や行政等の現場において、一定期間、研修生として働くことによって、実践的な知識を身につ

け、知識の興味・関心の幅を広げるとともに、実社会において異なる分野の人と意思疎通を図り、チ

ームワークを推進していくカンとコツをつかんでいく。 

個別の学習目標 

企業や行政等の現場において、自らの研究計画と問題意識、さらには講義で身につけた知識の妥

当性を検証するとともに、実践知構築に向けた自分なりのスタイルを獲得していく。 

授  業  計  画 

受入先での研修プログラムを核として、次のような三区分で進める。 

（Ⅰ）事前指導（研修先と研修内容、研修マナーの説明） 

（Ⅱ）インターンシップ 

（Ⅲ）事後指導（結果報告とレポート取りまとめ） 

キーワード 

キーワード、実践 



授業の進め方 

自らの計画にそって実践の中から自らの学びをつかみとっていくこととする。必要に応じ、担当教員

が相談などにあたる。インターンシップの前後で、実施計画書および成果報告書を求める。 

教科書及び参考図書 

特になし 

学習相談 

担当教員が適宜、相談にあたる。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

意欲や貢献など受入先の評価とレポートを参考に、指導教員が総合的に評価する。 

（評価基準） 

総合的に評価する。 

その他 

インターンシップ先においては、九州大学の信用を損ねることのないよう、良識ある行動をこころが

けることとする。 

 



2016/9/29現在

1 感性科学 月 ４～５限 大橋
1号館1階
人間工学演習室

PTL（感性科学II）
講義コード：16691160

樋口、金
有機ELディスプレイの感性科学
的な効果検証（２）

有機ELディスプレイの特徴としてディスプレイが曲げるら
れる点にある。ディスプレイを曲げることによって従来の
ディスプレイにはない効果が期待できる。本PTLでは、有
機ELディスプレイに期待される効果について検討したうえ
で、それらの効果を感性科学的な方法によって検証す
る。

本PTLは通年で実施する予定である。前期は主
に実験のための準備及び実験計画に時間を費や
し、後期に本実験とデータ解析などを行う。どちら
か一方の履修もできるが、通年での履修が望まし
い。

初回の授業でガイダンスを行う。
日時：10月3日(月）14:50～
場所：大橋キャンパス（1号館1階人間工学演習室）

２ 感性コミュニケーション 水 3～4限 大橋 3号館4階401号室

PTL（感性コミュニケー
ションⅡ）
講義コード：16691163
又は
PTL（感性コミュニケー
ションⅣ）
講義コード：16691164

藤枝　　 松楠居での茶会プロジェクト

福岡市大名にある昭和初期の日本家屋「松楠居（しょうな
んきょ）」にて来年の2月中旬にアートの手法を取り入れた
「お茶会」のイベントを開催します。この催しは、芸術工学
院の付設機関であるソーシャルアートラボが企画運営し
ますが、この「お茶会」の広報や運営などの一部をこの
PTLで実践します。

来年2月11-12日のイベントに参加できることが条
件です。

1回目の授業は、10月12日の 3時限目に大橋キャン
パスで行います。

３ 感性価値クリエーション 月 ４～５限 箱崎 多目的演習室

PTL（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691165
又は
PTL（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691166

坂口
【「親不孝通り」の元気開発プロ
ジェクト (4) 】

「親不孝通り」の元気開発プロジェクトも歩みを重ね、第4
期を迎えます。4月には親不孝通りをはさんだ6つの町内
会等が集まり「天神・舞鶴 親ふこう通り協議会」が発足し
ました。そして、この秋から来年にかけて、PTLチームの
企画・提案で「親不孝通りスマフォト写真コンテスト」を実
施することになりました。親不孝通りには、かつて大いに
一世風靡した頃の古い記憶の地層の上に、都心居住の
まち、文教のまち、外国人のまちという「新しい記憶」が多
様に積層し続けている、カオスで不思議なまちです。その
不思議さに、「写真」という方法でアプローチし、まちの個
性や魅力、可能性について、市民の皆さんの参加を得な
がら、写真的に考えていきたいと思います。＜スマホ写真
×Instagram＞という新しい手法への挑戦でもあります。

「世界のあらゆるものは本になるために存在する。今日、
あらやるものは写真になるために存在する」（スーザン・ソ
ンタグ『写真論』）

履修を希望もしくは検討したい学生への説明会を次
の日程で行います。

10月3日（月）15時〜
＠統合新領域学府棟7階「感性融合デザインセン
ター箱崎分室」

4 感性価値クリエーション 火 3～4限 箱崎
旧工学部５号館７階
多目的演習室

ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691177
又は
ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691178

麻生
佐賀県伊万里市の地域資源発
掘プロジェクト

佐賀県伊万里市をフィールドに、伊万里焼だけにとどまら
ない自慢できる資源を、地域の方への聞き取りなどによっ
て抽出し、それらのまちづくりへの活用の可能性を探るプ
ロジェクト。
後期については、地域資源をカレンダー形式でまとめたも
の（フェノロジーカレンダー）のデザインを中心に行います
が、追加で現地調査も行います。

１）フィールドが佐賀県伊万里市であることから、
土日等、通常の授業時間帯とは別の時間に複数
回伊万里市に行くことがあります。
２）前期から開講しているものですが、新たな履修
者も大歓迎です。

1）説明を4日の4限（ 14: 50から ） 開催しますので、
履修を検討している人は出席してください。
2）授業時間は、皆さんと協議しながら決めたいと思
います。

5 感性価値クリエーション 金 １-２限 大橋
７号館１階ワーク
ショップ

ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691175
又は
ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691176

森田
曽我部
杉本

教育におけるICT活用 ～教室
丸ごとICT～（仮）

2020年には小中学校への1人1台タブレット端末の導入を
文科省が目標とし、現在急速にICT化が進んでいます。
これに合わせて、ICT化が進んだ教室での新たなソリュー
ションを考えます。現場観察（小・中・高校の見学）等のリ
サーチをしっかりと行い、課題や気づきを発見し、現場を
しっかりと意識したデザイン提案をしてもらいたいと考え
ています。

6 感性価値クリエーション 金 １-２限 大橋
７号館１階ワーク
ショップ

ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691110
又は
ＰＴＬ（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691111

森田
曽我部
杉本

筑前町空き家プロジェクト

地方創生の中でも空き家対策は重要な施策として挙げら
れており、筑前町（福岡県朝倉郡）においても空き家対策
の推進による地域活性化、安心・安全なまちづくりのの 実現
に向け、筑前町に相応しい新しい空き家の活用方法や
サービス等について、現地調査や他地域の事例調査・分
析に基づき、具体的なアイデアを提案する。

7 感性価値クリエーション 金 １～２限 大橋
７号館１階ワーク
ショップ

PTL（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691169
又は
PTL（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691170

清須美
森田
秋田

首都圏への地域商品ブランド展
開に向けたデザインプロジェクト

上天草市地域振興のキーエンジンとして地元企業の商品
ブランドを首都圏で展開するプロジェクト。
東京にある実店舗から首都圏に向けて上天草の商品を
通して地域ブランドを首都圏に発信し、地域振興へとつ投
げるためのプロモーションツールや商品ディスプレイ・什
器などの具体的なデザインに落とし込む。

定期的にワークショップを行います。
最終的には上天草市向けたプレゼンテーションを
行います。

10月7日（金）2限から大橋地区7号館1階ワークショッ
プルームでガイダンスをおこないます。

8 感性価値クリエーション 金 １～２限 大橋
７号館１階ワーク
ショップ

PTL（感性価値クリエー
ションⅡ）
講義コード：16691167
又は
PTL（感性価値クリエー
ションⅣ）
講義コード：16691168

池田
「身の振り方」プロジェクト：ディ
レクターという仕事

大名にあるkonya2023という再生建築の中で、建築、グラ
フィックデザイン、演劇、ダンス、音楽、アート、ITなどの分
野のディレクターが活動しています。こうした多彩なディレ
クターたちの仕事のスタイルやスタンスを聞き出すトーク
イベントシリーズ「紺屋スクール」を、konya2023を運営す
るトラベルフロントと一緒に企画・運営します。特にこれか
ら社会に出る人、キャリアを意識し始めた人たちに向け
た、仕事への道筋や考え方、大胆に次の一歩を踏み出す
ためのヒントになる話が聞けるトークセッションにしたいと
考えています。 
このプロジェクト科目の履修者は、トークの内容や切り口
を、主催者、話し手、聞き手の方々たちとディスカッション
しながら詰めていくこと、広報、運営、そしてトークの内容
のドキュメンテーションの制作を担当します。

仕事の可能性を広くとらえてみたい人、ネットワー
クを作りたい人、広報やイベントの運営、そして編
集とエディトリアルデザインに関心のある人の参
加を期待しています。

10月7日（金）2限から大橋地区7号館1階ワークショッ
プルームでガイダンスをおこないます。

科目名 担当 テーマ 詳細 履修上の注意 備考

（感性コミュニケーションコースで実施するPTLを受講する場合について）

○２年生以上でPTL（感性コミュニケーションⅡ）又はPTL（感性コミュニケーションⅣ）のいずれかの単位を修得している場合
　修得していない方の授業科目名で履修登録してください。
　前年度にPTL（感性コミュニケーションⅡ）及びPTL（感性コミュニケーションⅣ）を修得している場合は、単位修得を目的とした履修はできません。

（感性価値クリエーションコースで実施するPTLを受講する場合について）
感性価値クリエーションコースでは、PTLのテーマを６つ用意しています。２つまでテーマを選択し、受講することができます。

○テーマを１つ選択し受講する場合：
　PTL（感性価値クリエーションⅡ）で登録してください。単位修得した場合、PTL（感性価値クリエーションⅡ）の２単位が認定されます。

○テーマを２つ選択し受講する場合
　１つめのテーマはPTL（感性価値クリエーションⅡ）で、２つめのテーマはPTL（感性価値クリエーションⅣ）で履修登録してください。
　単位修得した場合、１つめのテーマはPTL（感性価値クリエーションⅡ）の２単位、２つめのテーマはPTL（感性価値クリエーションⅣ）の２単位として認定されます。

○２年生以上でPTL（感性価値クリエーションⅡ）又はPTL（感性価値クリエーションⅣ）のいずれかの単位を修得している場合
　修得していない方の授業科目名で履修登録してください。
　前年度にPTL（感性価値クリエーションⅡ）及びPTL（感性価値クリエーションⅣ）を修得している場合は、単位修得を目的とした履修はできません。

H２８年度後期PTL実施予定表

コース 曜日 時限 地区 場所
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