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学びのキーワード
都 市・街 文 化 魅 力 比 較

現 代 生 活 のトレンド 検 証

21世紀街文化創造表現

「近未来ミュージアム」 のプランナーになろう。
現代の “ 街 ” は、まるで全体が複合的な「近未来ミュージアム」のように創造的で誘惑的、
挑戦的な要素に満ちあふれる、ともかくモンスターな生き物です。さらに、21世紀は地
球上の人類の80% が都市で生活する時代になると予測される、街文化の基盤になります。
地球環境を大きく捉えたうえで街文化のこれからのイメージを組み立て、人間が快適に、
しかも好奇心と喜びを持って生活する空間と時間、経験や記憶をどのようにデザインして
いくか。それを考えていくのが街文化プランニングコースです。みなさんと一緒にさまざ
まな街文化を分析し、新たな街の姿を創造していきます。

TOPICS

学びの最前線
VOICE

街をテーマに
クリエイティビティを発揮

在学生に聞く 街文化プランニングコースの学び

「街」をテーマにした文章表現や広告制作、メディア活用、

長岡 未紗 さん

2年次の「ワークショップ」では、テーマを設定して特定の街を調査・

表現文化学科
街文化プランニングコース 3年
島根県立隠岐島前高等学校 出身

日々生活をするなかで、私たちはさまざまな気づきを得ています。「表現

発表する過程で、相手に自分の考えを伝える方法を探っていきます。ま

文化研究」では、自らの心の動きや気づきを一冊のノートに集積させて

た、「Photoshop」や「InDesign」などの制作ソフトの使用方法を学

いきます。自分はなぜその作品に惹かれたのかなど、自問自答しながら

び、コラージュ作品や写真集の制作にも挑戦。これらの取り組みによって、

自らの内面的な情報をまとめていくことで、将来クリエーターとして「モノ」

街で得た情報を最適な表現方法によって発信するスキルを習得します。

や「コト」を生み出していくためのベースが形づくられていきます。

MON
1

3
4

街文化プランニングコースの魅力

「街」から
文化が見えてくる

●

表現文化学科

ヨシムラヒロム 助教

「街文化」とは、街にある歴史、背景、人、表現を総称した言葉です。本コースでは、
街を通じてさまざまな文化を学んでいくことを大切にしています。街を歩けば、多くのコン

フィールドワークを行い、自分が表現したいことを思う存分アウトプットしてほしいと思います。
トライ＆エラーを繰り返しながら表現力を磨き、社会に通用するサバイバル能力を獲得し
ていってください。
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WED

THU

アート＆エンター
アート＆エンター
テインメントワーク
（ノートテイク支援） テインメントワーク
研究D-1（セルフマーケ
研究E-1（音楽ビジネス）
ティング）

街文化
プランニング
演習A

SAT

（ノートテイク支援）

データサイエンスⅤ

表現文化研究 D
ワークショップⅠ
（街文化）

FRI

街文化
プランニング研究 A

街文化
プランニング
演習B

地域経済や観光の理解だけでなく、相手に伝えるための
文章表現や広告戦略についても学ぶ必要があり、これら
を幅広く網羅的に学ぶことができる点がこのコースの魅力
です。「街」はあらゆる分野・切り口から語ることができ
るため、さまざまな情報を収集・分析してアウトプットする
「編集能力」も鍛えることができます。今後は自分らしい

5

視点を活かしながら、街の新たな価値を創造するスキル

6

を身につけていきたいです。

街 文化や都市文化の仕組みに興味、関心
がある人

●「生活の空間や時間をどのようにデザインし


ていくか」という表現創造に挑戦したい人
●

日本や世界の街、都市の成り立ちについて
学びを深めたい人

テンツに触れることができます。美術館や商業ビル、その土地を舞台とした小説や映画など、
知識を身につけていれば同じ土地でも見える景色が変わってきます。学生には、街を知り、

TUE

線沿線から1駅を選んで調査を行い、街の魅力を発表しま
した。マーケティング調査を行ったうえで、その街を PR
するための案を練っていくためには、多くの要素が必要。

時間割の一例（2年次）

2

こんなキミに学んでほしい

イベント企画など、自分がしたいことを突き詰められるコー
スです。街文化演習 A では、大学の近くを走る都電荒川

●

街は近未来ミュージアム。そんなプランニン
グをしたいと考えている人

街を知り、街を動かす経験が
社会を動かす未来に活かされます。

期待される主な進路
●シティ・コンセプター●ショップ・ディレクター

街の魅力を発掘・創造するイベントの企画や、

● ストリート・プロデューサー ● イベント・プラ

地域の課題解決による社会貢献など、実社会を

ンナー●商品開発者●コミュニティデザイナー

フィールドにした多彩な学びをとおして、街に

ほか

関わる多様な働き方を認識。学びで得た実践力
は就職後の大きな強みになります。
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