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注意事項： 
1. 指示があるまで、問題冊子を開いてはいけません。 
 (Do not open this questionnaire before the instructions are given.) 
2. 問題用紙は、この表紙を含めて 3 枚あります。 
 (The questionnaire has 3 pages in total including this cover page.) 
3. 解答用紙は 4 枚、下書き用紙は 4 枚あります。 
 (There are 4 answer sheets and 4 draft sheets.) 
4. 配付物は全て回収しますので持ち帰らないでください。 
 (All papers will be collected. Do not carry them out.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
問題 1.（共通問題） 
 
研究または作品等の事例を 3 件取り上げて、「体験」を拡張するデザインについ
て日本語 600 字程度で論じなさい。なお、解答の際には独自性・問題に関する
理解の深さ・論理性に留意すること。 
Discuss how design has expanded “experience”, using 3 case studies in research 
and/or work, in approximately 300 words in English. In your answer, keep the 
following points in mind: (1) originality, (2) deep understanding of the issue, and 
(3) logicality. 
 
 
 
問題 2. （選択問題） 
 
次の a)b)c)d)のうちから一つを選んで日本語 600 字程度で答えなさい。なお、
解答の際には独自性・問題に関する理解の深さ・論理性に留意すること。 
Choose one question from a), b), c), and d) and answer in approximately 300 
words in English. In your answer, keep the following points in mind: (1) originality, 
(2) deep understanding of the issue, and (3) logicality. 
 
a) 日本の伝統的な文様の特徴を説明し、現代のデザインに応用する方法を論じ
なさい。その際、3 例以上の具体的な事例を含めること。 
Explain the characteristics of traditional Japanese patterns and discuss how we can 
apply them to modern design, providing at least 3 concrete design cases. 
 
b) プロダクトデザインにおける装飾美と機能美の関係について説明しなさい。
その際、過去のデザインの事例 3 点以上に言及すること。ただし、自分自身の作
品についてはその数に含めない。 
Explain the relationship between decorative beauty and functional beauty in 
product design. Provide 3 or more design cases and works not including your own. 
 



 
c) 建築デザインの研究や実践で使用されるキーワードを 2 つ以上取り上げて、
現代的に再定義しなさい。その際、新しい定義の必要性を具体例を挙げて説明す
ること。 
Take two or more key words used in the study and practice of architectural design 
and redefine them in a contemporary way. In doing so, explain the need for the 
new definition with specific examples. 
 
d）友人の結婚式に渡すプレゼントを決定するまでの心の変化を時系列順に記述
し、その中で行う判断に影響を与える要因を調べるための心理評価（観察あるい
は行動調査も含む）または生理評価の方法を考え、説明しなさい。 
Describe the changes of mind status toward decision making of a marriage present 
for your friend in a chronological order. Then pick up one factor which might 
influence the decision and explain the method to measure and evaluate it by 
psychological (including observation and behavioral measurement) or 
physiological approach. 


