X デザイン学校 2021 年秋カタログ
X デザイン学校 2021 年ビギナーコース募集（オンライン）
X デザイン学校 2021 年リーダーコース募集（オンライン）
X デザイン学校 2021 年ユーザーリサーチコース募集（オンライン）

X デザイン学校 2021 年ビギナーコース募集（オンライン）
UX/サービスデザインの初心者のためのコース
■対象：UX/サービスデザイン、デザイン思考の初学者、或いは、社内に UX チームが開設され、メンバーとしてアサイ
ンされたがどうしようという人です。
■概要： UX デザインやサービスデザインを基本とした、UX デザインの基礎を初学者向けに業務に役立つよう分かり
易く教えるコースです。平日の夜及び祝日の午後に講義・ワークショップで、講師と受講者の対話を通じて学びを深めて
行きます。講座修了後は、X デザイン学校ベーシックコース・マスターコース（共に土曜日開講）への進学も用意されて
おり、プロフェッショナルに向けて更に学びを深める仕組みも整っています。
■講師：浅野智（X デザイン学校）
■日程：本年度は、新型コロナなどの状況により、講座は基本的にオンラインで実施します。
1) 09 月 07 日（火）19:00-21:30 UX 概論
UX/デザイン思考の必要性と有用性の講義
2) 09 月 20 日（祝月）13:00-18:00 新規事業開発
新規事業開発のための手法を学ぶ
3) 10 月 05 日（火）19:00-21:30 質的調査 ビジネスインタビュー
ビジネス側のブランドとゲームチェンジを導き出すために、課題企業にインタビューを行い。
それを視覚化するためのフォーマットと CVCA を使った手法を学ぶ。
4) 10 月 19 日（火）19:00-21:30 質的調査 ビジネスインタビュー
前回の継続
5) 11 月 03 日（祝水）13:00-18:00 質的調査 ビジネスインタビュー
前回の継続
6) 11 月 23 日（祝火）13:00-18:00 質的調査 ユーザーインタビュー
ユーザー側の利用状況の変化を、エスノグラフィとインタビューを使い理解する。
7) 12 月 07 日（火）19:00-21:30 ペルソナ/ シナリオ
ユーザーインタビューからの調査結果を踏まえて、開発チームで顧客像を共有するためのペルソナを作成する。
8) 12 月 21 日（火）19:00-21:30 ペルソナ/ シナリオ
前回の継続
9) 01 月 10 日（祝月）13:00-18:00 構造化シナリオ法
企業の情報とユーザーの情報を、共に勘案してビジョンを描く。
ユーザーの行動と操作を、連携して考えることで UX の理解を行う。
10) 01 月 25 日（火）19:00-21:30 構造化シナリオ法
前回の継続
11) 02 月 08 日（火）19:00-21:30
シナリオを視覚化し、ユーザーの行動を理解する。
12) 02 月 23 日（祝水）13:00〜18:00 発表と講評
各チーム発表を行い、講師・来賓の講評を受ける。
■関連プログラム
1) X デザインフォーラムへの参加：オープンなイベントに参加や発表をして学びと交流を深めます。
2）共通講座への参加：共通講座に参加して学びと交流を深めます。
3）学びのコミュニティ： Facebook グループを活用して密接なコミュニケーションを推進します。

■ビギナーコース概要：
・プログラム：
ビギナープログラム：全 12 回の講義とワークショップ
共通講座（学費に含まれています）
・X デザインフォーラム（コース受講生特典で割引参加費）
・入学選考：先着順
・募集人員：30 名
・学費：早期割引 22 万円（8 月 10 日までに振り込み）
、8 月末まで振り込み 28 万円
・応募要項申込：https://www.xdesign-lab.com
・申込期間：2021 年 7 月 09 日(金)より 7 月 25 日（日）

X デザイン学校 2021 年リーダーコース募集（オンライン）
実践的な UX デザインチームやプロジェクトリーダーを目指す人のためのコース
■対象：UX/サービスデザイン、デザイン思考のチームリーダー、プロジェクトリーダー、マネージャー、ファシリテー
ター、教育者やこれらを目指す人を対象にしたコースです。
■概要：UX/サービスデザイン、デザイン思考の活用、リーダーシップ、チームワーク、ファシリテーション、
ワークショップ、デザインマネジメント、組織のデザイン、ビジョンデザイン、アート思考、などを学びます。
月に２回、平日の夜に講義・ワークショップで、講師と受講者の対話を通じて学びを深めて行きます。講座修了後は、X
デザイン学校マスターコース・アドバンスコース（共に土曜日開講）への進学も用意されており、プロフェッショナルに
向けて更に学びを深める仕組みも整っています。
■日程：本年度は、新型コロナなどの状況により、講座は基本的にオンラインで実施します。
1) 09 月 02 日（木）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Chatwork）
チームビルディング
2) 09 月 24 日（金）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Chatwork）
リーダーシップ
3) 10 月 08 日（金）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Chatwork）
チームワークと意思決定
4) 10 月 22 日（金）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Chatwork）
ワークショップのファシリテーション
5) 11 月 05 日（金）19:00-21:30 講師：大崎 優（コンセント）
デザインプランニング
6) 11 月 19 日（金）19:00-21:30 講師：大崎 優（コンセント）
デザインマネージメント
7) 12 月 03 日（金）19:00-21:30 講師：大崎 優（コンセント）
デザインチームの組織
8) 12 月 03 日（金）19:00-21:30 講師：大崎 優（コンセント）
ワークショップのプランニング
9) 12 月 17 日（金) 19:00-21:30 講師：山﨑和彦（X デザイン学校）
ビジョンデザイン
10) 01 月 21 日（金) 19:00-21:30 講師：山﨑和彦（X デザイン学校）
リフレームとアート思考
11) 02 月 04 日（金）19:00-21:30 講師：山﨑和彦（X デザイン学校）
、小島健嗣（富士フイルム）
デザイン経営とイノベーション
12) 02 月 18 日（金）19:00-21:30 講師：山﨑和彦（X デザイン学校）
、小島健嗣（富士フイルム）
デザイン経営とデザイン活用
■関連プログラム
1）X デザインフォーラムへの参加：オープンなイベントに参加や発表をして学びと交流を深めます。
2）共通講座への参加：共通講座に参加して学びと交流を深めます。
3）学びのコミュニティ： Facebook グループを活用して密接なコミュニケーションを推進します。

■リーダーコース概要：
・プログラム：
リーダープログラム：全 12 回の講義とワークショップ
共通講座（学費に含まれています）
X デザインフォーラム（コース受講生特典で割引参加費）
・入学選考：書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
これまでに X デザイン学校を修了した人は選考なしに先着順です。
・募集人員：25 名
・学費：早期割引 18 万円（8 月 10 日までに振り込み）
、8 月末まで振り込み 24 万円
・応募要項申込：https://www.xdesign-lab.com
・申込期間：2021 年 7 月 09 日(金)より 7 月 25 日（日）

X デザイン学校 2021 年ユーザーリサーチコース募集
（オンライン）
基礎からユーザリサーチについて学びたい人のためのコース
■対象：基礎からユーザリサーチについて学びたいという人を対象としています。このコースの修了者は、プロダクトや
サービスの企画・開発プロセスの中で、ユーザリサーチの導入是非やアプローチを検討できる基礎を身につけていること
が期待されます。
■概要：本コースでは、幅広い UX デザイン活動のなかでもとくに質的なユーザリサーチを学ぶことに焦点をしぼった学
びの場を提供します。フィールドワークを通じたデータの収集・作成・分析、機会領域の特定までの基本スキルを身につ
けます。特定のメソッドやフレームワークにとらわれることなく、フィールドに向き合う姿勢・考え方を肌でつかんで頂
きます。計 4 回のオンラインワークショップに加え、講義日以外にも課題として各自でフィールドワークを行なって頂き
ます。講座修了後は、X デザイン学校マスターコース・アドバンスコース（共に土曜日開講）への進学も用意されており、
プロフェッショナルに向けて更に学びを深める仕組みも整っています。
■講師：伊賀聡一郎（エクスパーク合同会社）
■日程：本年度は、新型コロナなどの状況により、講座は基本的にオンラインで実施します。
1）08 月 28 日(土) 12:00-17:00 ユーザリサーチとは
ユーザリサーチの意義・位置付け（講義）
フィールドワークに向けた基礎演習：観察演習・インタビュー演習など（ワークショップ）
チームビルディング
２）09 月 11 日(土) 12:00-17:00 フィールドワーク計画
フィールドノーツの作成（講義）
：データの収集・データの作成
フィールドワーク計画（ワークショップ形式）
フィールドワークの実施（各自のホームワーク）
各自が収集したデータからチームのフィールドノーツを作成（チームのホームワーク）
３）10 月 9 日(土) 12:00-17:00 データの分析／フィールドノーツの作成
全体でのフィールドワーク結果の共有（フィールドノーツをベースに）
データの分析
４）10 月 30 日(土) 12:00-17:00 機会領域の発見／プレゼンテーション
機会領域の特定（ワークショップ形式）
プレゼンテーション
■関連プログラム
1) X デザインフォーラムへの参加：オープンなイベントに参加や発表をして学びと交流を深めます。
2）共通講座への参加：共通講座に参加して学びと交流を深めます。
3）学びのコミュニティ： Facebook グループを活用して密接なコミュニケーションを推進します。

■ユーザーリサーチコース概要：
・プログラム：
基本プログラム：全 4 回の講義とワークショップ
共通講座（学費に含まれています）
X デザインフォーラム（コース受講生特典で割引参加費）
・入学選考：書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
これまでに X デザイン学校を修了した人は選考なしに先着順です。
・募集人員：20 名
・学費：早期割引 10 万円（8 月 10 日までに振り込み）
、8 月末まで振り込み 15 万円
・応募要項申込：https://www.xdesign-lab.com
・申込期間：2021 年 7 月 09 日(金)より 7 月 25 日（日）

■講師：
■浅野 智（X デザイン学校）
X デザイン学校共同代表、
（株） 経験デザイン研究所（UXD-Lab）代表取締役所長。多摩美術大学大学院を修了後、同
校教員を経て岩崎学園勤務。学校経営、教育プログラム開発と並行して大手 IT 企業、メーカーのコンサルタントを務め
る。2014 年よりコンサルタント業に専念。現在は、企業や地域社会のイノベーション創出に関する研究・教育活動、コ
ンサルティング事業を行っている。著書に『情報デザインの教室』
（共著、丸善出版）などがある。最近の関心は、企業の
中堅社員の再教育。企業における講演・研修・ワークショップを毎年 50 件以上実施。
■山崎 和彦（X デザイン学校）
X デザイン学校共同代表、Smile Experience Design Studio 代表。武蔵野美術大学教授、PLANTIO（株）CDO。京
都工芸繊維大学卒業後、クリナップ工業（株）
、日本 IBM（株）UX デザインセンターマネージャー(技術理事)を経て現職。
米国 IBM 社 Academy of Technology のメンバー、日本デザイン学会理事, 日本インダストリアルデザイナー協会理
事、グッドデザイン賞選定委員、経済産業省デザイン思考活用推進委員会座長、人間中心設計機構副理事長など歴任。神
戸芸術工科大学・博士（芸術工学）授与、東京大学 博士課程単位取得満期退学。著書多数。デザインの実践・研究・教育
とコンサルティングに従事。
■坂田 一倫（Chatwork）専門：サービスデザイン、UX デザイン
Chatwork 株式会社 UX デイレクター。UI デザイナーとしてキャリアをスタート。制作会社や大手 IT 企業にて UX デ
ザイナーとしてウェブサービスの UX 改善や新規事業の立ち上げに従事。2016 年より Pivotal Labs Tokyo でプロダ
クトマネージャーとしてクライアントと一体となった LeanXP の思想に基づくプロダクト開発を行い、企業の DX を支
援。その後、医療系スタートアップでプロダクトオーナーとしての経験を積み、2021 年より現職。
■大崎 優（コンセント）専門：グラフィックデザイン/ サービスデザイン
（株）コンセント Service Design Div.取締役。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。グラフィックデザイナー
としてキャリアをスタートし、2012 年にコンセントにてサービスデザイン部門を立ち上げる。サービスデザイン人材の
育成のほか、サービスデザイナーとして、新規事業開発支援、製品・サービスのデザイン、企業の開発フロー構築支援、
ブランディング支援などを行う。
■小島健嗣（富士フイルム）専門：オープンイノベーション
富士フイルムホールディングス（株）CTO 室 Open Innovation Hub 館長。 千葉大学工学部工業意匠学科卒。デザイ
ンセンター、R&D 統括本部 技術戦略部、経営企画本部イノベーション戦略企画部を経て現職。研究所で新規ビジネス創
出のためのデザイン思考のワークショップを実践、共創による Open Innovation の「場」を開設し運営。著書に『情報
デザインのワークショップ 』
（共著／丸善出版）などがある。
■伊賀 聡一郎（エクスパーク）専門：イノベーション/エスノグラフィー
エクスパーク合同会社代表(CEO)。(株)リコー、リコー経済社会研究所、米国パロアルト研究所(PARC)日本代表を経て、
エクスパーク合同会社設立。テクノロジー中心のイノベーションと、エスノグラフィを基軸とした人間中心のイノベーシ
ョンの両面で幅広い経験を持つ。D.A.ノーマン氏による著書の翻訳など多数。北陸先端科学技術大学院大学客員教授、産
業技術大学院大学非常勤講師、東京女子大学非常勤講師など。博士（政策・メディア）

■お問合せ及び注意事項
・Facebook グループ：X デザイン学校
・Web サイト：https://www.xdesign-lab.com ・メールアドレス： xdesignacademy@gmail.com
・各コースの修了者には、X デザイン学校より「修了書」を発行します。
・本学は、文部科学省の定める学校法人ではありません。任意の学校です。
・プログラム内容は、講師の都合や他の事情で、変更になる場合があります。
・講師、スケジュール、会場は、講師の都合や他の事情で、変更になる場合があります。

X デザイン学校 2021 年 秋コース募集要項（オンライン）

１.募集コースの概要
（1） 名称：
（ビギナーコース）X デザイン学校 2021 年度ビギナーコース
（リーダーコース）X デザイン学校 2021 年度リーダーコース
（ユーザーリサーチコース）X デザイン学校 2021 年度ユーザーリサーチコース
（2） 内容：
（ビギナーコース）X デザイン学校 2021 年度秋カタログを参照
（リーダーコース）X デザイン学校 2021 年度秋カタログを参照
（ユーザーリサーチコース）X デザイン学校 2021 年度秋カタログを参照
（3） 期間：
（ビギナーコース）2021 年 09 月 07 日（火）- 2022 年 02 月 23 日（水）
（リーダーコース）2021 年 09 月 02 日（木）- 2022 年 02 月 18 日（金）
（ユーザーリサーチコース）2021 年 08 月 28 日（土）- 2020 年 10 月 30 日（土）
（4） 授与修了書：
（ビギナーコース）X デザイン学校 2021 年度ビギナーコース修了書
（リーダーコース）X デザイン学校 2021 年度リーダーコース修了書
（ユーザーリサーチコース）X デザイン学校 2021 年度ユーザーリサーチコース修了書
（5） 開設場所：基本的にすべての講座はオンラインで実施します。
（6） 募集人員：
（ビギナーコース）30 名
（リーダーコース）25 名
（ユーザーリサーチコース）20 名
（7） 入学時期：
（ビギナーコース）2021 年 09 月 07 日（火）
（リーダーコース）2021 年 09 月 02 日（木）
（ユーザーリサーチコース）2021 年 08 月 28 日（土）
２.教育の目的
本学は、ユーザー体験、人間中心設計、デザイン思考、サービスデザインなどを基礎にしながら、誰でもがデザインを活
用する社会に向けて貢献しうる高度職業人の育成を目的とします。
３.入学者受入方針（アドミッションポリシー）
本学では、本学の趣旨に賛同し、積極的に学ぶ意思を有する人材を受け入れます。そのため、社会人として職務経験を有
する者とします。
４.対象
・X デザイン学校の趣旨に賛同し、積極的に学ぶ意思のある者
・社会人として職務経験を有する者
・応募資格：Facebook グループ「X デザイン学校」メンバーであること

5. 出願方法
１）https://www.xdesign-lab.com の申込ページより申込をしてください。
２）出願期間：2021 年 7 月 09 日(金）より 7 月 25 日（日） 24:00
ただし入学定員に達した場合は終了する場合もあります。
6.入学選考方法
（ビギナーコース）先着順
（リーダーコース）
・書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
・これまでに X デザイン学校を修了した人は選考なしに先着順です。
（ユーザーリサーチコース）
・書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
・これまでに X デザイン学校を修了した人は選考なしに先着順です。
7.合格発表
・合否結果は本人に 7 月 27 日（火）に事務局よりメールにて連絡します。
・合格・不合格の理由についてはお答え致しません
8.学費（領収証を発行します）
（ビギナーコース）
・早期割引の学費は 22 万円（税込）,学費振込の締切は 8 月 10 日（火）です。
・通常学費振込場合は 28 万円（税込）.学費振込の締切は 8 月 31 日（火）です。
（リーダーコース）
・早期割引の学費は 18 万円（税込）,学費振込の締切は 8 月 10 日（火）です。
・通常学費振込場合は 24 万円（税込）.学費振込の締切は 8 月 31 日（火）です。
（ユーザーリサーチコース）
・早期割引の学費は 10 万円（税込）,学費振込の締切は 8 月 10 日（火）です。
・通常学費振込場合は 15 万円（税込）.学費振込の締切は 8 月 31 日（火）です。
9.入学手続き
・入学手続きの詳細については、合格通知連絡の際に入学手続詳細を連絡します。
・学費納入の完了を確認後、入学許可の連絡をします。
・学費納入後にキャンセルによる返金手続きは受け付けておりません。
10.注意事項
・本学は、文部科学省の定める学校法人ではありません。任意の学校です。
・プログラム内容は、講師の都合や他の事情で、変更になる場合があります。
・講師、スケジュール、会場は、講師の都合や他の事情で、変更になる場合があります。
11.お問い合わせ
株式会社 X デザイン研究所
X デザイン学校事務局
メール：xdesignacademy@gmail.com
Web: https://www.xdesign-lab.com

