業務内容
企業におけるコミュニケーションコンセプトの確立から、その目的にあったグラフィッ
クデザイン開発を得意分野とし、
アドバタイジングデザイン、
グラフィック、
ウェブ制作、パッ
ケージ開発、ITインターフェースなど、さまざまな領域で活動しています。
ビジュアルコンセプト開発、グラフィックデザイン、広告デザイン、ロゴデザイン
WEBコンサルタント、WEBデザイン、インターフェースデザインなど

会社情報
会社名

株式会社ロケット ／ Rocket Inc.

設立

1987年

代表

新谷 誠悟（シンタニ セイゴ）
多摩美術大学卒業、化粧品会社ADを経て、
1987年、ロケット設立

住所

〒158- 0082 世田谷区等々力7-10-14

le ciel Todoroki 303

TEL. 03- 5760- 6968 FAX. 03- 5760- 6967
Mail : info@rocket.jp
URL : http://www.rocket.jp（制作物など、ご覧いただけます）
最寄り駅東急大井町線
「等々力」駅より10分

Rocket Inc. Works 01
ポスター ・ 雑誌広告

●ホテルオープンポスター

●ホテルオープンポスター

●キャンペーンポスター

●雑誌広告

Rocket Inc. Works 02
ポスター ・ 雑誌広告

●キャンペーンポスター

●雑誌広告

●告知ポスター

●キャンペーンポスター

Rocket Inc. Works 03
カタログ ・ パンフレット

●公共椅子メーカーパンフレット
P. 64

公共椅子メーカーの海外向けパンフレットのデザイン、
撮影
ディレクションを手掛けました。商品の魅力がダイレクトに
伝わるよう、
シンプルかつ大胆なデザインで構成しました。

Rocket Inc. Works 04
カタログ ・ パンフレット

●公共椅子メーカー・サインカタログ
P. 40

公共椅子メーカー・サインカタログのデザイン、
撮影ディ

レクションを手掛けました。
商品自体の魅力を引き出す
撮影ディレクションを心がけました。

Rocket Inc. Works 05
カタログ ・ パンフレット

2015

夢はありますか？
私 の 夢はまだぼんやりしてます が 、こんな方 向というイメージは
あります。1 0 代最後の2 年間に、自分の夢をはっきりさせたかった。

金城大学短期大学部

だから、金城短大を選んだのです。
ビジネス実務も美術も幼児教育も、
1 年のときは進みたい道を探って、それから希望にぴったりのコース

ビジネス実務学科
美術学科
幼児教育学科

（ビジネス実務学科は、
まったく新しい「カフェテリア」履修！）や特化
教育が選べますから。確実に、
なりたい自分に向かっていけますよ。

Come True
叶える、キャンパス

Topics of Kinjo College
平成16年 ビジネス実務学科「特色ある大学教育支援プログラム
（文部科学省 特色GP）」採択
平成18年

Come True

平成20年

石川県の短期大学で初めて第三者評価機関（短期大学基準協会）
による評価に合格

幼児教育学科「質の高い大学教育推進プログラム
（文部科学省 教育GP）」北陸の短大で唯一採択

平成22年 ビジネス実務学科「大学生の就業力育成支援事業（文部科学省 就業力GP）」北陸の短大で唯一採択
平成24年

金城大学短期大学部「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業（文部科学省 産業界ニーズGP［略称］）」北陸の短大で唯一採択

金城短大
教育理念

設立の理念

教育目的

手 づくりの 温 かさをもった 教 育

教育基本法及び学校教育法に則り、建学の精神を
基本理念として、専門的な知識技能を修得させ、
円満
な人格と豊かな情操を養い、
もって社会に貢献できる
心身ともに健 全なる人 物を養 成し、併 せて有 能な

金城から地球を歩こう

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
以下のような人物を入学者として求めます。

①金城大学短期大学部の教育目的を十分に理解している。

②高等学校における基礎的な学力やコミュニケーション力

を具えている。
③勉学に対する強い意欲を持っている。

④将来、専門性を有する有能な職業人としての活躍が期待

職業人としての資質を養うことを目的とする。
（金城大学短期大学部 学則

できる。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

以下の方針で教育課程を編成し、実施します。

以下に定める学習内容を卒業時までに達成し、
そのうえで所定

①幅広い教養科目を編成し、
円満な人格と豊かな情操を育む

の単位を修めた学生に対し、
卒業を認定し、
学位を授与します。

とともに、有能な職業人としての資質を養う。

①おもに一般教育科目を修め、
現代社会において求められる基礎

②基礎的な学力と学習方法を身につける科目を編成し、
専門
教育を理解するための基盤を固める。

的事項を身につけるとともに、
幅広い教養を身につけ、
豊かな人間
性を養い、
同時に社会人として必要な倫理観や正義感を培う。

③専門的な知識と技能を身につける科目を編成し、
それぞれ

②おもに各学科が定める専門科目を修め、
それぞれの分野

の分野の専門性を養う。

の専門性を養う。

できる社会人としての資質を養う。

に社会人としての基礎的な力を身につける。

④地域・社会の理解を深める科目を編成し、
地域・社会に貢献

第１条）

④２年間の学習の集大成を発表し、深い専門性を養い、
同時

2 K I N J O C O L L E GE
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Business

多 彩 な 実 務 スキルを
自 由 に コ ー デ ィネ ートし て 、
『 なりた い 自 分 』に な ろう 。
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｜ ビジネス実務学科 ｜

北陸の短大初の「カフェテリア」履修方式を採用。
カフェでメニューを選ぶように自分の学びたい専門スキルを自由に選択し、
ビジネス実務学科

社会のニーズに応えた3つのコース。
人気の医療事務系がコースになって登場！

オリジナルなキャリアを身につけることができます。
す べては、あなたの『なりたい自分 』を実現するために用意した、
思いのままの未来をデザインするカリキュラム履修制度です。

ビジネス総合コース

即戦力として社会へ飛びだす、
ビジネスワーカー養成コース。
ビジネススキルの基盤ともいえる
「ビジネスマナー」
「 簿記会計」
「パソコンスキル」
「販売マナー」
などを、総合的にマスターします。
秘書検定・サービス接遇検定準1級、
日商簿記3級、Word・Excel
検定2級など、
実務現場で評価される資格取得も目指せます。
また、
より専門性の高い分野を学ぶためにカリキュラムをカスタマイズ
でき、
さまざまな将来の方向性を選択できます。

●学校案内

NEW

美術学科

メディカル秘書コース

医療の現場で必要とされる、実務力と人間力を身につけて。
入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）
ビジネス分野（医療事務を含む）
で働き、専門性
を高め、キャリアを積み重ねていきたいと思う
人物を求めます。
また、
ビジネス分野の勉学に対
して強い意欲を持ち、学習を進めていくために
必要な国語やコミュニケーションの基礎力のある
人物を望みます。

高度なビジネス実務力にプラスして、
「医療事務・医療秘書」
に関
する知識と管理能力を身につけます。本格的な長寿社会でさらに

社会的ニーズが高まる医療の世界。確かな知識と技術をもって
活躍できる人材育成のために、
「メディカルクラーク」
「メディカル
オペレータ」
「ドクターズクラーク」のトリプル資格を取得をして、
医療関係への進路を拓きます。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

乾川 麻美

以下に定める学習内容を卒業時までに達成し、
そのうえで所定の単位を修めた学生に対し、
卒業
を認定し、学位を授与します。
①おもに一般教育科目やビジネス教養科目を
修め、幅広い教養、豊かな人間性、社会人として
の倫理観や正義感を培う。
②おもに学生の希望・適性等に応じた専門科目
を修め、各専門分野の知識・技能を身につけ、
各種資格を取得し、
ビジネスワーカーとしての
基盤を形成する。
③２年間の学習の集大成として、産学連携ゼミ
ナールにおける研究と成果発表により、
考察力・
発信力・チームワーク力などの社会人基礎力を
身につける。

ホテル・観光コース

観光ビジネスの時代をリードする実力派スペシャリストへ。
さまざまなものが国境を越えて活発に行き来するグローバルな
「大交流の時代」。世界中の国々が観光ビジネスに注目し、観光

幼児教育学科

以下の方針で教育課程を編成し、
実施します。
①ビジネス教養科目によって、ビジネス社会
（医療機関を含む）
で必要な基礎教養やマナー・
モラル等の社会的スキルなどを身につける。
②アクティブ・ラーニングを通じてコミュニケー
ション力や積極的に他者に働きかける力などを
身につける。
③各種資格試験の取得を目標として、興味関心
に応じた専門分野の学習を深め、専門知識・
技能を身につける。
④インターンシップや産学連携ゼミナール等を
通じ、
社会性だけでなく、
考察力・発信力・チーム
ワーク力などの社会人基礎力を身につける。

産業の発展に努めています。
そんな時代を先取りし国内外で活躍
できるホテル・観光ビジネス、
ブライダル関連のスペシャリストを育成。
ホテル、旅行会社、空港、結婚式場などでのインターンシップや
研修旅行も加えて、
優れた実務力を修得します。

Professor's Message
私のゼミでは石川県を訪れている外国人旅行者の調査をしています。
実際

に観光地に行き、英語でアンケートを取ります。英語での会話に緊張する
学生もいますが、
コミュニケーションが取れると自信がつきますよ。
ビジネス
実務学科では授業はもちろん、
ゼミ、資格取得、
インターンシップなど自分

を成長させる機会がたくさんありますのでぜひ、色々な事にチャレンジし、
充実した短大生活を送って欲しいと思っています。

助教

下口 治美

1 2 K I N J O C O L L E GE
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Child

教 育 ＧＰを 基 盤 に し た 、
ハ イレ ベ ル な 教 育 シ ス テ ム 。
2 年という短期で、
『 保育士資格 』
『 幼稚園教諭2 種免許 』を取得します。

03

｜ 幼児教育学科 ｜

そのため授業は濃密で、実習も他に類を見ないほど充実しています。
平成2 0 年度に文部科学省「質の高い大学教育プログラム」に採択された

4方向の『特化教育』
など、実践的なカリキュラムを展開。

学びは広く深く、それには大きなエネルギーも必要とします。
しかし教室には、いつも明るい声が響いています。

短期大学は4年制に比べて短期間ではありますが、
カリキュラムはとても濃密です。専門家としての
力量を養う4方向の
「特化教育」
に加え、
オーストラリア国外研修、幼児教育関連の他大学と交流

ハイレベルな幼児教育の専門家を目指す夢を胸に、
学生たちは瞳を輝か せて多彩な学びに向き合っています。

する研修旅行、
充実した現場実習・演習なども多数盛りこんでいます。
子どもたちそして優れた専門家
と直接ふれあい、
愛情豊かな保育者としての心を養っていきます。

特化
「乳児保育」

保育現場との
交流・研究

特化
「障害児保育」

P.38

P.38

特化
「音楽」

以下の方針で教育課程を編成し、実施します。
①幅広い教養を身につけ、豊かな情操、信頼に
値する人間性を養うとともに、
資格や免許の取得

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
以下に定める学習内容を卒業時までに達成し、
そのうえで所定の単位を修めた学生に対し、
卒業

を認定し、学位を授与します。
①おもに一般教育科目を修め、
保育実践に向けて
の幅広い教養を身につけ、
豊かな人間性と子ども・
保 護 者・地 域 住 民に信 頼されうる倫 理 観や
正義感を培う。
②おもに専門科目を修め、子ども観・保育観を
育て、子どもとの関わり、子育て支援に向けた

林 万梨亜

学科の目標を理解しつつ、幼児教育者としての
「人格」
「知識」
「技術」
を身につける。
③演習・実習・特化教育等の現場体験を通じて
得た成果を、
「実習報告会」
や
「特化成果発表会」
において発表する。
それを通して、思考の柔軟性
と研究への意欲、実践の場での展開力や協働
意識および就業時における使命感と責任感と
して統合する力を身につける。

P.39

多 彩に広がる将 来の進 路 。
保育所・幼稚園への就職だけでなく、併設の金城大学社会福祉学部に編入し
「社会福祉士」や
「幼稚園教諭1種免許」取得を目指す道など、本学は2年後の選択肢も多彩です。長寿社会の
日本に求められる高齢者福祉と幼児教育のスペシャリストへの道が拓けています。

■取得資格 保育士、
幼稚園教諭2種免許
■取得可能資格 ピアヘルパー

Professor's Message
まだ上手く話せない子どもに対し、言葉では伝えられない思いをわかって

あげられる人になるー保育者に必要な心です。
そのためには、
自分自身を

知る必要があります。
例えばグループワークで、
自分と友だちとの共通点を
見いだすとうれしく感じ、
自分を知ってこそ相手への理解も深まると気が

つくはず。
みなさんに子どもの気持ちを察することのできる保育者になって
欲しいと願っています。

准教授

米川 祥子
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スポーツ系、文化系、伝統系など
多彩な活動で、キャンパスはいつも盛り上がっています。
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スポーツ系クラブ・サークル
●STサークル
●空手道同好会
●キンボール部
●硬式テニス部
●硬式野球部
●サッカーサークル
●女子バレーボール部
●ソフトサークル
●卓球部

4 4 K I N J O C O L L E GE

●男子バレーボール部
●男女バスケットボール部
●ダンス部
●バドミン党
●バレーボールアカデミー
●Recsportion
●弓道
●KSC
（少林寺拳法サークル）
●フットサルサークル

カルチャー系クラブ・サークル
●ESVサークル
●Mix Juice 100%
●www.kids
●愛和中華社
●音楽部
●華道部
●茶道部
●操演部

●ひまわり
●悠遊健康サークル
●マーチングバンド部
●VORABO
●釣り同好会
●カンタアモーレ
●植物いきいきサークル

K I N J O C O L L E GE 4 5

幼児教育学科

④実習・現場参加等で得た実践力や自己表現力
をもとに、
「 保育相談支援」等の知識をも深め、
地域の子育て支援に役立つことを目指す。

特化
「美術」

学内

P.39

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

を目的とした学習を行う。
②幼児教育の専門分野を理解するに十分な
基礎学力と、将来、保育者としても学び続けるに
足る学習方法の確立を図る。
③４分野に特化された「特化教育」を展開し、
「研究心」
と
「協働性」を高め、
さらなる専門性
の上積みをする。

美術学科

2年次

入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）
子どもの育ちにしっかり関わり、
子どもの心に生
きることの喜びや夢をもたらしたいと思う人物を
求めます。
基本的には、
保育・教育に対しての情熱
があり、
基礎的な学力の向上と専門性を視野に、
「学ぶ」
ことを愉しみにでき、人と人との関わりを
楽しめて感情
（情緒）
が豊かな人物を望みます。

Club Activities

ビジネス実務学科

『 特化教育 』は、専門的力量を養うために編み出された本学独自の教育体制です。

Rocket Inc. Works 06
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YU GAKKAN

2016

明 るく長 い 、遊 学 館 の日々 。
この美しい金沢で送る高校生活を、遊学館は大切にサポートします。
授業はきびしく進め、礼儀作法にも細かく目を配っている学校です。
全国で活躍する部活動も多く、生徒たちは練習と学業の両立に
毎日とてもたいへんです。遊ぶ時間がほとんどない生徒も、たくさんいます。
でも、そんな誰もがいきいきと明るく元気な点が、私たちの自慢です。
教師は全員、生徒たちのサポーターとして、勉強も部活も全力で支えています。
スポーツ分野で遊学館の名は全国に知られていますが、
学業もきめ細かく指導します。教育者自身がまず実行し、生徒とふれあい、
全身で高校生活の喜びを伝えます。
人生の誇りとなるミドルティーンを送ってもらうために。

明 るく長 い 、遊 学 館 の日々 。

遊学館は、すべての力を、みなさんの未来のために注ぎます。

2 Yugakkan High School

Yugakkan High School 3

その 時 間 は 、み んな 本 気 モード 。
遊学館は礼節にきびしい高校です。でも校内は明るいムードいっぱい。休み
時間になると、生徒たちはにぎやかに騒いでいます。けれど始業のチャイム
が響くと、一転、表情は引きしまり瞳が輝きだします。さあ、本気の時間だ。
そんなメリハリがあるから、いきいきしているのですね。

Student's Voice

●学校案内

Student's Voice

Student's Voice
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04

05

駒井 優香

小森 茉汀実

名取 清太

１時間以上の通学。
不安な私を支えてくれたのは、
バレー部の仲間でした。

入学時は不安だったけど、
明るくて、楽しすぎる毎日です！

サッカーで全国一を目指して入学。
先生も生徒も、みんな元気で
積極的です。

通学に１時間以上もかかるので、
入学前
は不安でした。そんな不安が入学して

間もなく、
部活の先輩方や仲間が吹き飛
ばしてくれました。
今は遊学バレーに夢中
で、
全国大会出場をめざして一生けんめい
がんばっています。
元気なあいさつが飛び

勉強と吹奏楽の部活を両立して、
楽しい
高校生活にしたいと思っています。遊学

館の部活はみんな本気ですから、最初
は不安でしたけど、
すぐ友だちがいっぱい
できて毎日楽しいことだらけ。先生も
先輩も親しく、
遊学館に来て良かったです。

交うところも、
遊学館の魅力ですね。

Student's Voice

Teacher's Voice

入学して2ヶ月で友だちがたくさんでき
ました。
遊学館の部活動は真剣ですから、
授業と部活動の切り替えがたいへんです
けど、先輩方がきちんとやってますから、
ぼくもがんばれます。将来は自衛隊で
社会の役に立つ仕事に就きたいです。

Teacher's Voice

06

01

02

石毛 果恋

中川 都
教師／国語

杉本 康大
教師／理科

入学したら、友だちがいっぱい！
学校中が明るくて、
笑顔があふれています。

勉強に部活に一生けんめい
取り組む遊学生たち。
教師も全力で応援しています。

高校は苦手を克服して、得意を伸ばす
チャンス。積極的に取り組んで、
先生にもどんどん質問してください。

入学してまだ2ヶ月ですけど、
もう楽しい
友だちがたくさんできました。毎日、登校

するのが楽しみです。
部活をがんばる人、
勉強をがんばる人、
両方に力を入れる人
が多く、
生徒も先生も本気なので、
自分も
やりたいことに全力で挑戦していきます。

本校は勉強や部活動に一生けんめいに
取り組んでいる生徒がたくさんいます。

毎日の地 道な努力が 、生 徒を大きく
成 長させるのだと、今年の夏、実感し、
成長した姿に感動しました。大きく成長
できる高校３年間、私たちも生徒を全力
でサポートします。

中学の理科の授業に比べて、高校では
各分野をより深く探求する授業になり

ます。最初は戸惑う生徒も多いですが、
授業の軸は中学で勉強したこと。
理科が
苦手だった人も高校でもう一度触れて、
苦手を克服できます。理科が得意な人
は、
さらに得意になります。
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遊 学 マインド で 活 躍 する 先 輩 たち 。
遊学館の先輩たちは、
さまざまな世界で活躍しています。それぞれの夢に向かって
突き進んでいる先輩たちは、在校生にとってお手本であり、憧れの目標でもあり
ます。文武両道の遊学マインドで、自分の道をたくましく歩き続ける先輩たちは、
遊学館の誇りです。

Graduate's Voice 01

2011年9月、司法試験に合格。弁護士という夢を実現した野球部OB。

遊学館での三年間は、
寮生活。
野球ひとすじでした。

目覚めれば朝練。放課後はすぐグランドへ駆けつけ夜8時まで練習。
寮で夕食を済ませた後は自主練習。
へたへたになって眠る、野球づけ
の毎日。遊びたければ遊べたけれど、
「 上手くなりたければ自分で
やれという方針なので、
さぼれないですよ」
と当時を思いだして高根
さんは言います。
きびしい練習と勉強を、
よく両立できましたね？と問うと、
「 先輩の
おかげかな」
とのこと。

「遊学館は部活の多くがハイレベルで、
スポーツにも学業にも真剣に
取り組んでいる人がたくさんいます。
先輩がそうですから、
目標になる

んですね。僕も憧れの先輩を目指してがんばりました。
それに先生も
熱いし、
こちらも手を抜けません」
遊学館を卒業後は、早稲田大学法学部へ進学して東京へ。大学時代
は、法律にその身を捧げることを決め、
司法試験を目指した。夢中で
勉強して大学を終えると、
迷うことなく慶應義塾大学大学院へ進んだ。

法律の途で生きていくと決めたからには、
全力で自分を高めていきたい。
「野球に熱中していたころは、
すごい才能の選手ばかりでした。
センス
の違いを強く感じていました。
僕もレギュラーだったけど、
自分はコレだ
というものが欲しかった。
それが勉強だったんです」

Graduate's Voice 02
高根 和也 さん
（平成16年卒業）
あさひ法律事務所
弁護士

高根さんにとって学生時代は、法律との真剣勝負。2011年3月に

「ショパン音楽大学に、
自分が習いたい先生がいましたので、
ポーランド

野球、学問、法律と真剣勝負で取り組み続けた成果が、
いまを生んで
いる。熱い思いと強い精神力が、高根さんという人間をどんどん磨き

ティションB級全国大会で金賞を受賞。
さらに2004年の小学校５年
時には第58回全日本学生音楽コンクール
（毎日新聞社主催）小学校

大学院を卒業し、
9月には司法試験にみごと合格。
晴れて最高裁判所
司法研修所の“司法修習生”となり、11月からは金沢地方裁判所に
配属。
美しい故郷・金沢に錦を飾ることができました。
「自分が今やっていることは、必ず次につながり、将来に活きてくる。
僕はそう信じています」

あげていると感じます。
「弁護士として知的財産権を扱いたい、
と考えています。
特にスポーツ
分野です。高校のころは選手として参加していましたが、今度は別の
形で帰って行きたいですね」
心の故郷であるスポーツへ、
法律のスペシャリストとして帰ろうとして
いるのですね。

竹田 理琴乃 さん
（平成24年卒業）
2 0 1 5 年 9月、ポーランド・国 立
ショパン音 楽 大 学を首 席 卒 業 、
10月より同大学研究科に在学予定

ポーランドの国立ショパン音楽大学へ。ピアニストの道へ、一直線。

行きを決めました」
竹田さんは明るい笑顔で留学の理由を教えてくれました。
お姉さんがピアノを習っていたので4歳半から自分も習い始め、
ピアノ
に夢中になったと言います。
早くから才能が花開き、2003年の第27回ピティナ・ピアノコンペ

の部 全国大会第１位。
あわせて野村賞、
毎日小学生新聞賞、
都築音楽
賞を受賞。
2007年の第８回ショパン国際ピアノコンクール in ASIAに

「遊学館での3年間は、
あっという間に過ぎてしまいました。
毎日楽しく
て楽しくて。友だちも先生もみんな和気あいあいとしていて、
ほんとう
に自分にぴったりの高校だったと思います。1年のときには定期演奏
会でソロを取らせてもらったり、遊学祭で私たちのクラスは模擬店で
チャーハンを作りました。
美味しいって人気で、
模擬店の評価で三つ星
をもらったのがうれしかった」

写真撮影の際、音楽室でピアノを演奏してくださいました。お話し
すれば 、キュートで明るい小 柄な女 性ですが 、鍵 盤に触れると

またたく間に奥深い情熱的な音楽を響かせ、別世界にしてしまい
ます。
それは、
まさに圧倒的な音楽のパワー。
きっとポーランドでも、

おいて、
コンチェルトＢ部門アジア大会で金賞、
ヤマハ賞、依田巽賞
も受賞。そして2010年の高校２年時には第64回全日本学生音楽
コンクール高校の部 全国大会第１位。あわせて野村賞、
日本放送
協会賞、
井口愛子賞、
音楽奨励賞を受賞。
将来を待望されるピアニストへの道を歩み続けています。

聴く人たちを一瞬で魅了していることでしょう。
「今日は、
英語の先生に特別レッスンをしてもらいに来たんです。
遊学館
は先生が、生徒のやりたいこと、
目標をめざすことを、一生けんめい
応援してくれて。
私はもう卒業したんですけど、
先生が英語で困らない
ようにって、
留学するまで特別に教えてくださっているんです。
ぜったい

ショパン国際ピアノコンクール（ポーランド）の予備審査に通過し、
10月の第一次審査に出場予定。

のために力を合わせて進んでいく。
そんな心の共鳴もまた遊学館の
すてきな特徴と言えます。

そして、
さらに自分を磨きたい、
とピアノの詩人と呼ばれる楽聖の生誕
地ポーランド・ワルシャワへ旅立つことを決心。2015年第17回

夢を実現して、
たくさんの人に感動してもらえるピアニストになります」
遊学館の教師も友人たちも、彼女と夢を共有する仲間。
ひとつの夢
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自分を磨く、遊学館のもうひとつの顔。
遊学館の大きな特徴が、多彩で活発な部活動。運動部も文化部もハイレベル
で、全国で活躍している部も数多くあります。一度きりの高校生活。本気で
学ぶとともに、ぜひ自分がやってみたい部活動に加わって、エキサイティング
で充実した3年間にしましょう。

運動部
●
●
●
●
●
●

卓球部（男子）
卓球部（女子）
バレーボール部（男子）
バレーボール部（女子）
バスケットボール部（男子）
バスケットボール部（女子）

● テニス部
●
●

バドミントン部
バトントワリング部

● サッカー部
●
●
●
●
●

駅伝競走部（男子）
駅伝競走部（女子）
硬式野球部
剣道部
応援団

文化部
●
●
●

吹奏楽部
合唱部
茶道部

● クッキング部
●
●
●
●

英語部
理科部
文芸部
美術部

● インターアク
ト部
●
●

パソコン部
演劇同好会

● イラスト同好会
●
●
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囲碁同好会
遊学部
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Rocket Inc. Works 07
カタログ ・ パンフレット

●旅行会社パンフレット

●旅行会社パンフレット

●公共椅子メーカー会社案内

●学校パンフレット

●旅行会社パンフレット

●什器レンタル会社案内

Rocket Inc. Works 08
ロゴマーク

●商業施設ロゴマーク

●製品ロゴマーク

●イベントロゴマーク

●社名ロゴマーク

●店舗ロゴマーク

●社名ロゴマーク

●製品ロゴマーク

●キェンペーンロゴマーク

Rocket Inc. Works 09
ホームページ

●刺繍作家Web

●医療機器メーカーWeb

●海外向観光Web

●海外向日本誘致Web

●化学メーカーWeb

●京都海外向け観光Web

Rocket Inc. Works 10
ホームページ ・ パッケージ

●ファッションメーカーWeb

●眼鏡素材メーカーWeb

●おむつパッケージ

●ソフトウェアパッケージ

●PC関連機器パッケージ

●キーボードパッケージ

Rocket Inc. Works 11
イベントブース

切削工具メーカーのイベントブースデザイン、
ロゴ、
カタログ等
トータルディレクションを手掛けました。

P.2 "Hi-Pre2 "コンセプト金型モデル
（形状部／構造部）
Concept Model of “Hi-Pre2 ” (Shaped Parts / Structure Parts)

P.3 高硬度鋼 冷間鍛造型

High-hardened Steel Cold Forging Die

P.4 ピン穴&冷却穴モデル

Pin Hole & Cooling Hole Model

P.5 プラスチック金型 緩曲面モデル

Plastic Mold Slowly Inclined Curved Surface Model

P.6 新製品

New Products

●工具メーカーイベント

