X デザイン学校 2018 年度募集要項

X デザイン学校 2018 年は 3 つのコースを募集します。X デザイン学校 2018 年度カタログ
を参照して、ふさわしいコースを選択してください。
・実践に役立つ UX デザインの基礎をしっかり学ぶ「ベーシックコース」
・企業課題の提案を通して実践的な UX デザインを身につける「マスターコース」、
・プロフェショナルスキルや研究スキルを探求する「アドバンスコース」

■ベーシックコースの目標と対象者
UX デザインやサービスデザインを基本とした、実践的に役立つ UX デザインの基礎をしっ
かり学ぶコースです。ビジネス課題を解決するためのデザイン提案することを通して、実践に
役立つ基本スキルを身につけます。月に一度土曜日の講義・ワークショップと学びのコミュニ
ティで、講師や生徒同士との対話を通して学びを深めていきます。また、X デザインフォーラ
ムや X デザインツアーを活用して学びと交流を深めます。
基礎からしっかりと UX デザインを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、多様な実務の中で UX デザインやデザイン思考のアプローチや手法を活用できる基礎
を身につけていることが期待されます。
■マスターコースの目標と対象者
UX デザインやサービスデザインを基本とした、実践的な UX デザインをしっかり身につけ
るための少人数のコースです。実際の企業のビジネス課題を解決するためのデザイン提案する
ことを通して、実践的なスキルを身につけます。月に一度の講義・ワークショップと学びのコ
ミュニティで、講師や生徒同士との対話を通して学びを深めていきます。また、X デザインフ
ォーラムや X デザインツアーを活用して学びと交流を深めます。
UX デザインを学んだことはあるが、まだ身についていないという人を主な対象としていま
す。例えば、大学、専門学校、X デザイン学校、産技大履修コース、HCD-Net、UX コミュ
ニティや実務などで関連分野を学んだ人です。このコースの修了者より、新規事業やスタート
アップが生まれたり、UX デザインを活用できるリーダーや専門家、イノベーション人材、サ
ービスデザインや UI デザインなどの専門家が生まれることを期待しています。
■アドバンスコースの目標と対象者
次世代ビジネスデザインを探求する少人数のゼミのようなコースです。本年度より個人活動
を基本にして、プロフェショナルスキルや研究スキルを探求します。最初に、個人の「テーマ
とゴール」を設定して、そのゴールのための計画作りからスタートします。最終的には、ビジ
ネスデザイン提案または研究論文として発表し、次世代のスキルを身につけます。このコース
の修了者よりいずれ、デザインマインドのある経営者やマネジャー、優れたコンサルタント/
専門家や博士号取得者などが生まれることを期待しています。
プログラムは、年間 20 回のオフィスアワーの日程の中より、都合のつく日程に講師と密接
に対話します。さらに、基本デザインとして不足しているスキルがある場合は、土曜日のマス
ターコースの講座を活用して学びます。また、X デザインフォーラムや X デザインツアーのサ
ポーターとして活動することも期待されます。

X デザイン学校 2018 年度べーシックコース応募要項
１.募集コースの概要
（1） 名称：X デザイン学校 2018 年度ベーシックコース
（2） 内容：社会人のためのベーシック・プログラム
詳細は X デザイン学校 2018 年度カタログを参照
カタログは Facebook グループ「X デザイン学校」に掲載
https://www.facebook.com/groups/1002006226546231/
（3） 期間：2018 年 5 月 19 日（土）より 2018 年 2 月 23 日（土）
（4） 授与修了書： X デザイン学校 2018 年度ベーシックコース修了書
（5） 開設場所：X デザイン学校赤坂キャンパス
（6） 募集人員：30 名
（7） 入学時期：2018 年 5 月 19 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）申し込みサイトで入力：http://kokucheese.com/event/index/502478/
２）出願期間：2018 年 2 月 16 日（金）より 2 月 26 日（月） 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：先着順（ただし例外の場合もあります。）
7.合格発表
・合否結果は本人に 3 月 2 日（金）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
・学費は 24 万円（一括納入）です。 領収証を発行します。
・学費振込の締切は 3 月 16 日（金）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。
12.お問い合わせ：X デザイン学校事務局：xdesignacademy@gmail.com

X デザイン学校 2018 年度マスターコース応募要項
１.募集コースの概要
（1） 名称：X デザイン学校 2018 年度マスターコース
（2） 内容：社会人のためのマスター・プログラム
詳細は X デザイン学校 2018 年度カタログを参照
カタログは Facebook グループ「X デザイン学校」に掲載
https://www.facebook.com/groups/1002006226546231/
（3） 期間：2018 年 5 月 19 日（土）より 2018 年 2 月 23 日（土）
（4） 授与修了書： X デザイン学校 2018 年度マスターコース修了書
（5） 開設場所：X デザイン学校赤坂キャンパス
（6） 募集人員：20 名
（7） 入学時期：2018 年 5 月 19 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
・大学、専門学校、X デザイン学校、産技大履修コース、HCD-Net、UX コミュニティ、
実務などで、関連分野を学んだ経験のある者
・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）申し込みサイトで入力：http://kokucheese.com/event/index/502476/
２）出願期間：2018 年 2 月 16 日（金）より 2 月 26 日（月） 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：書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
7.合格発表
・合否結果は本人に 3 月 2 日（金）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
・学費は 20 万円（一括納入）です。 領収証を発行します。
・学費振込の締切は 3 月 16 日（金）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。
12.お問い合わせ：X デザイン学校事務局：xdesignacademy@gmail.com

X デザイン学校 2018 年度アドバンスコース応募要項
１.募集コースの概要
（1） 名称：X デザイン学校 2018 年度アドバンスコース
（2） 内容：社会人のためのアドバンスプログラム
詳細は X デザイン学校 2018 年度カタログを参照
カタログは Facebook グループ「X デザイン学校」に掲載
https://www.facebook.com/groups/1002006226546231/
（3） 期間：2018 年 5 月 19 日（土）より 2018 年 2 月 23 日（土）
（4） 授与修了書： X デザイン学校 2018 年度アドバンスコース修了書
（5） 開設場所：X デザイン学校市ヶ谷キャンパスまたは赤坂キャンパス
（6） 募集人員：10 名
（7） 入学時期：2018 年 5 月 19 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
・社会人として関連分野の実務経験を有する者
・大学、専門学校、X デザイン学校、産技大履修コース、HCD-Net、UX コミュニティ、
実務などで、関連分野を学んだ経験のある者
・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）申し込みサイトで入力：http://kokucheese.com/event/index/502477/
２）出願期間：2018 年 2 月 16 日（金）より 2 月 26 日（月） 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：書類選考（申し込みサイト入力情報より選考）
7.合格発表
・合否結果は本人に 3 月 2 日（金）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
・学費は 18 万円（一括納入）です。 領収証を発行します。
・学費振込の締切は 3 月 16 日（金）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。
12.お問い合わせ：X デザイン学校事務局：xdesignacademy@gmail.com

