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４年以上。
ポスター・パンフレットなどに使っています。

４年以上。
写真の加工・イラストなどに使っています。

２年以上。
アニメーション・インタビュー動画を制作。

２年以上。
簡単なサイトを制作。

杉原 夏美
生年月日：1995 年 8月 8日
性別：女
年齢：23歳
趣味：小物を制作すること
　　　イラストを描くこと

多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科 情報デザインコース 2018 年 3月卒業

連絡先：（携帯）rindou-3288@ezweb.ne.jp
　　　　（PC）yamabuki.448@gmail.com
　　　　（携帯番号）080-5864-4566
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童謡のもう一つの世界 ~裏童謡のWebサイト ~

～デザインのこだわり～

人を惹きつける、新しいアイディアと
丁寧な仕事

人を惹きつけるデザインとは、今まで見たことないデザイ
ンと丁寧な仕事だと考えています。よく使用されているデ
ザインでは、周りの広告に埋もれてしまって、人の視界に
も入らなくなってしまいます。それではもったいないと思
います。かといって、奇抜すぎても何を伝えているのか分
からなければ本末転倒です。なので私は、制作するときは
この２つに気をつけて作っています。

The language of flowers color

重フォント

近感 近間 ~多摩美術大学の近道地図 ~

オープンキャンパスのサイン制作

その他

アクセサリーのポスター

文学ポスター



フリーマーケットで販売していたアクセサリー、イヤリングのポスターを制作しました。イヤリングは自分で制作したもので
す。フリーマーケットでイヤリングを販売していたときは、ポスターは存在していなかったのですが、せっかくクオリティの
高いものを作れたので、今回ポスターを制作しました。ポスターのデザインは、折り紙を使ったイヤリングでしたのでモダン
風にしました。また、耳の部分を切り込んで折って、立体的にしました。

アクセサリーのポスターアクセサリーのポスター 　　2018 11/28
　3日
Ps Ai

フリーマーケットで販売
したイヤリングです。
折り紙の鶴を使ったアク
セサリーが流行っていた
ので、それを参考にまだ
使われていない他の折り
紙で制作しようと思いま
した。

耳のところに切り込みを
入れ、折って立体的にし
ています。
どんな感じになるのか、
わかりやすく伝えたかっ
たので、実物を使ったポ
スターにしています。

ロゴマーク
ORIGAMIYA折り紙を中心に制作していくため、

一目で何を作っているのかわかるように、
シンプルにデザインしました。

ORIGAMIYAORIGAMIYA



文字によるビジュアル化
文学を読むことによって、学ぶことや生きることのヒントを教わることがあります。また、学生のときに分
からなかった主人公の感情や考えを、大人になってから理解できるようになるという面白さもあります。そ
ういったことをもっと学生や社会人の方に読んで体験してほしいという願いからこのポスターを制作しまし
た。文学作品は一つ一つの言葉が力強く、印象深いです。その言葉を使って、その作品の名場面を表現しま
した。

　　2019 1/21
　1ヶ月

文学ポスター文学ポスター

Ps Ai

こころ
著者：夏目漱石

場面：先生がKの自殺の現場を発見した場面

自分（先生）の行動により、Kが追い詰められ自殺をしてしまっ

たことに、同様と後悔と嫌悪をしている先生の心情を表現。



人間失格
著者：太宰治

場面：葉蔵とツネ子が入水自殺をするが、葉蔵は失敗する場面

周りの人間を理解することや信頼することが出来なく、不安定

になっていくところを表現。

蜘蛛の糸
著者：芥川龍之介

場面：犍陀多（かんだた）が周りを蹴落としながら蜘蛛の糸を

　　　掴み登っていくが、途中で糸が切れる場面

生前蜘蛛 1 匹を助けた分の、犍陀多への救い、細い蜘蛛の糸の

儚さを表現。



印象の変化
花はたくさんの種類があり、その一つ一つに花言葉があります。恋愛から感謝、尊敬、友愛などたくさんの
意味が込められています。花に自分の気持ちを乗せて、恋人や友人、両親に渡すのが、日常の中のイベント
になっています。しかし、その花に込められた意味は渡す人に花言葉の知識がないと伝わりません。その
花が別の意味を持っていると知った時、嬉しい、面白いと感じて欲しいと思ったのでこの作品を作りました。

　　2015 5/30
　1ヶ月

The language of flowers colorThe language of flowers color

Ps Ai

Would you like to express your thoughts ?



この作品はあるルールによって、花言葉を色に変えています。数値化するのは、花言葉の総画数・文字
数・感情の分布です。それを、それぞれ色相・彩度・明度に割り振ります。総画数→彩度、文字数→
明度、感情の分布→色相。花言葉にはその花に対していくつかあることがあります。なので一つの花
に対して、いくつかの色ができます。その色を使って、その花の花言葉の雰囲気がわかるようになっ
ています。

（赤いバラの花言葉）

あなたを愛しています

美

情熱

熱烈な恋

愛情

愛情
・総画数　　２４　　　　 →　　彩度
・文字数　　２　　　　　 →　　明度　　→
・感情分布　愛情 ( 赤 )　　→　　色相

言葉から色への変換の流れ

感情の分布

褒め言葉　  　 →　黄色
怖い　　  　　 →　紫色
尊敬　　 　　  →　黄緑色
愛　　　  　　 →　赤色
恋　　　   　　→　ピンク
切ない・失恋　→　水色
疑惑　　   　　→　青色

Ardent loveBeautiful
PassionLoveI love you

Deep respect
I deserve to you

Chastity

Chastity
Dignity

I stare at only you
WorshipAdoration

DistrustPlease answer me

Suspicion ExpectationSilence

ChastityBeauty

PeaceHope

Elegant
Impression

LadylikeImpossible
�e God’ s blessingCome true dream
Miracle



童謡
の

もう一つ
の
世界 価値観の違い

皆さんが小さいころ、童謡を歌って遊んだりしていたと思います。楽しい・明るいイメージが強いと思いますが、童謡には裏
の説が存在します。そのことを知った瞬間、童謡の世界観が変わると思います。その自分が知っている童謡と裏の説の世界観
の違いを、ビジュアルで表現し、皆さんの童謡の世界観が変わることを目的に、　作品を制作しました。

童謡のもう一つの世界
　　　　　　　　　　　　　　~裏童謡のWebサイト ~

童謡のもう一つの世界
　　　　　　　　　　　　　　~裏童謡のWebサイト ~

　　2017 12/1
　７ヶ月

卒業制作作品

Ps Ai Pr



構成

ロゴマーク

気軽に操作してほしいので、クリックする回数を減らしたデザインになっています。TOPページ
のアイコンのイラストには、それぞれの童謡の一般的なイメージを表現したイラストを使ってお
り、アニメーションを見る前にどんな童謡だったかを確認することができます。

自動で解説ページに行く
動画をもう一度見れたりTOPページに戻れる

童謡のイラストをクリック 自動で裏の説のアニメーション
が流れる

→ 童謡
の

もう一つ
の
世界

童謡を題材にした作品なので、和風なデザインにしました。

模様は、文字の邪魔にならないように主張が激しすぎず、

シンプルな形の麻の葉にしています。

水子の霊説

かごめかごめの歌詞にある「籠の中の鳥は」を妊婦さんの「お腹の中の赤ちゃん」と
解釈できるため、この説が生まれた。

かごめ　かごめ　　　→　　かごめ　かごめ

籠の中の鳥は　　　　→　　お腹の中の赤ちゃん

いついつ出やる　　　→　　いついつ出会う

夜明けの晩に　　　　→　　夜明けとも晩ともつかないある時

　　　　　　　　　　　　　鶴と亀に例えられる
鶴と亀がすうべった　→　　縁起のいい出産が
　　　　　　　　　　　　　鶴と亀が滑って一転悲惨

　振り向いたそこには
　水子の霊が見える

後ろの正面だあれ　　→

もう一度
見る

戻る

→ →

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
戻
る

アニメーションは約３０秒の短いものです。フォ
トショップで作画して、動きやテロップなどはプ
レミアプロでアニメーションにしました。裏の童
謡と聞くと暗いイメージを与えてしまうので、絵
や色使い、サウンドは、明るい印象になるように
しました。サウンドは楽譜を見ながら自分で作成
しました。

トップページは簡単な操作でできるようにシンプ
ルなデザインにしました。カーソルをイラストに
当てると、明るくなり童謡の題名が出てきます。

操作を簡単にしたかったので、な
るべく自動で切り替わるようなプ
ログラムにしました。

縦に長い画面になるので、ス
クロールして見ます。下まで
いくと戻る・再視聴のアイコ
ンがあります。



かごめかごめの歌詞にある「籠の中の鳥は」を妊婦さんの「お腹の中の赤ちゃん」と解釈できるため、
この説が生まれた。

かごめかごめ～水子の霊説～
この歌の発祥地は、埼玉県川越市にある三芳野神社であると言われている。江戸時代、三芳野神社は川越城
内にあり、警備が厳しかったため、その時の怖さを歌ったものではないかとされている。

通りゃんせ～三芳野神社説～

花一匁の「花」を子供、「一匁」を通貨と考えると、歌詞が売人と親のやりとりの様子に見えてくるため、
この説が生まれた。

花一匁～人身売買説～
童謡の中で一番歌碑が多い歌である。関東大震災後、子供や大切な人を失った人々に歌われ出したため、子
供を失った人々の様子を歌ったものではないかとされている。

夕焼け小焼け～関東大震災説～



行きやすさの視覚化
10分の休み時間、坂が多い多摩美術大学でいかに効率よく疲れずに移動できるか、実際に構内を調査しました。調査する際に
道と場所によって感じることが違うことに気づき、効率の良いルートと感じたことを踏まえて、どこに行くのが一番心地よい
のか一目でわかるように視覚化しました。

　　2014 7/14
　3ヶ月

グループ制作（3人）
近感 近間 ~ 多摩美術大学の近道地図 ~
     ちかかん　                    ちかかん
近感 近間 ~ 多摩美術大学の近道地図 ~
     ちかかん　                    ちかかん

Ps Ai



ロゴマーク
複数ある道の中から、目的地までの最適な道を選んでいる
ようなデザインにしました。

制作過程

②遠回りと近道の時間の
　比較

③道を通る際の感情の変化 ⑤最終的な地図の形の基盤
　となるデザインになる

④地図のデザインを考察 ⑥感情の変化の情報も入れ
　て、完成。

作品説明

急な坂があるため
疲労感で嫌な気持
ちになる。

ゴミが置いてあり
汚く感じる。トンカントンカン

と学生が制作して
いる音が心地よい。

この作品は、地図ではわからないその道の情報をわかりやすく知ることができます。情報デザイン棟
を中心に他の施設までの道を調べています。線の途中にある様々なアイコンは、それは道の途中に何
があるのかを表しています。目的地までに疲れたり、不快な思いが多いと線の色は赤くなります。反
対に楽に歩けたり、気分が良くなることが多いと線の色は青くなります。距離が近いのに不快になっ
たり、距離が遠いのにそんなに苦にならないと以外な発見があってとても興味深いと思いました。

緩い坂だが長いた
め、意外に疲れる。

ゴミが置いてあり
汚く感じる。

音は良いのだが、
距離が長くのでと
ても疲れる。

＜近道した場合＞＜一般的に使う道の場合＞

坂が緩やか
心地よい音がなる
距離が長い

↓
体力的に苦痛
線の色は赤

距離は近い
途中に急な坂
ゴミがある

↓
体力的、精神的に苦痛

線の色は赤

①大学内の道の調査



目立つデザイン
2017年多摩美術大学のオープンキャンパスに使用する、情報デザイン棟内のサインを制作しました。資
料集めとして前年の情報デザイン棟で使用されたサインを見ていたところ、全く目立っていないという問
題がわかりました。私も前年にそのようなサインがあったことをその時初めて知りました。他の学生も知
らなかったようです。サインは見て貰わなければ意味がありません。私達は、どのようなデザインにすれ
ば他の展示作品の邪魔にならず、目立たせるか。どこの場所に設置すれば人の目につくか。この二つを踏
まえてサインを制作しました。

　　2017 7/15
　1ヶ月

グループ制作（2 人）
オープンキャンパスの
サイン制作
オープンキャンパスの
サイン制作 Ai

3階から順に見る人が多いので、4階に展示作品がある
ことを知らずにスルーしてしまう人が多いです。なの
で、矢印の形にして、螺旋階段の上の階にも展示作品
があることがわかるようにしました。

3階の裏口から入りたい人もいるので、ここからも入れ
ることがわかるように、垂れ幕を作りました。風が吹
いているとヒラヒラと靡いていて、目立ちます。



階段の各フロアに設置しています。この階にはど
の学科のどのような展示作品があるか、各階ごと
に確認できるように設置しました。

階段と違いエレベーター横のサインは、今どの階にい
るのかわかるようにしているため、各階の内容は簡単
に載せています。

情報デザイン棟は３つの学科が入っています。学
科の範囲は階や廊下で区切っているためわかりに
くいです。なので、このサインでどこの学科の展
示場なのかわかるようにしました。



文化に触れる
平安時代の人々はいろんな色の布を目的に合わせ何枚も重ねて着ていました。それは貴族にとどまらず、庶民も色の重ねを楽
しんでいました。現代でいうファッションと同じです。しかし、今日の私たちは日本人なのにその素晴らしい文化を知りません。
なので、この重を文字にして身近に触れてもらい、この文化を知ってもらうためにこの作品を作りました。

重フォント重フォント 　　2015 7/15
　3ヶ月
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デッサン イラスト

2013 年 12 時間 2013 年 12 時間



Thank you!


