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RCA/Imperial (London)
Michael How to engineer things, approach on design.
マイケル エンジニア視点でモノを生み出し、デザインにアプローチす
る手法。

Sandra Everything has a very strong starting point in our observations and perceptions of the real world as well, and
that the project based approach allows for very intense focus
and fast iteration and output of ideas.
サンドラ 「現実の世界」を観察・認識する際に、必ずとても強力な出
発点があります。プロジェクトベースで取り組むので、密度濃く集中し
て、アイデアを素早く反復させて形にできます。

Kosuke There are few lectures; almost everything is project-based and you commit to concentrating on a single project
for a set period of time. Once that is over, you celebrate, and
then the next Monday you plunge headfirst into a new project.
公祐 講義がほとんどなく全てプロジェクトベースで行われるので、期
間中は１つのプロジェクトに集中してコミットします。1つが終わったら

KMD (Tokyo)
みんなでそれを祝い、次の月曜からの新しいプロジェクトに頭を切り替
えます。

Kazuma It was an opportunity to figure out how to turn concept design into reality, and in the process, to see how the concept grew and changed.
和真 自身のコンセプトデザインをどのように実現に至らせるのか、そ
の過程でコンセプトをどのように成長させてゆくのかを知る場。

Miki The faculty really pushed students right to the edge.
You work under incredible pressure, arriving at a final product
through a process of trial and error. Something I found unique
was the generous support of the alumni. There is a strong desire
for innovation.

Julian: Reality based research/creation process and engineering perspective.
ジュリアン 現実を見据えたリサーチ・創造プロセスとエンジニア
リングの視点がある。

Murrill: This program also has a real-world approach but
addresses the how and why of design. Why are we creating
this product? And how will it function in the lives of future
users.
ミュリル 現実の世界に根ざしたアプローチであると同時に、デザ
インの「How」と「W hy」にも取り組みます。なぜ自分たちはこの
製品を作っているのか、そしてこの製品は将来のユーザーの生活の
なかで、どう機能するのかといったことです。

ダニエル まさにニューヨーク――変わっていて、素晴らしくて、エネル
ギーが充満しています。

Kosuke You have to be skilled at multitasking. Like Japanese universities, you go to class each week and always have multiple tasks
that you need to prioritize in order to accomplish them all.
公祐 マルチタスクのスキルが求められます。授業は日本の大学と同様、
週ごとにクラスを履修するので、常に複数の課題を抱え、自分で優先順位
を付けながら課題を終わらせていました。

ダニエル 創造性とイノベーションをビジネスの文脈で機能さ
せる方法を学ぶのに最適な場。

Murrill KMD teaches students to present their design
concepts as clear, marketable products. The realistic
nature of the program prepares students to thrive in
business-oriented spheres.

ルシア K MDの素晴らしいところは、探求と実験を奨励して
いるところ。

Sandra Along with the strong emphasis on technology
and business, creates a great opportunity for us as students to create projects that are well anchored in the
real world rather than mainly in the academic world
of art and design − which on the other hand can make
it more difficult to explore more abstract concepts and
ideas.
サンドラ テクノロジーとビジネスの比重が大きいこともあ
り、普段はアートとデザインを学ぶ私たちにとって、
「現実の世
界」に根差したプロジェクトに取り組む素晴らしい機会でした
が、一方で抽象的なコンセプトやアイデアの探求が難しくなる
面もあります。

Pratt (New York)

Daniel An extension of New York − weird, wonderful, full of
energy.

Daniel The perfect place to understand how creativity
and innovation can be made to work in a business context.

Lucia KMD was fantastic for the exploration and experimentation it encouraged.

どんな学校だった？

ジュリアン 美意識がある。

マイケル 主に最新テクノロジーについて学びました。

ミュリル デザインコンセプトを市場化できる製品として明確
に示すよう教えます。学生がビジネス領域で力を発揮できるよ
うにするための、実践的なプログラムです。

美樹 教授陣は生徒たちを極限まで追い込みます。生徒たちはものす
ごいプレッシャーのなか、試行錯誤しながら作品を生み出します。OB・
OGのサポートが手厚いのも特徴。イノベーションの追求が強いです。

Experiences in schools
Julian Aesthetic perspective.

Michael Mostly about the latest technology.

Miki I saw a strong desire to increase student motivation; whenever a student submitted work, regardless of its quality, the faculty
always found something good to say about it (growth through
praise). There is a strong desire for aesthetic beauty.
美樹 教授陣は生徒のどのような作品に対しても必ず良い点を探して、
生徒のモチベーションを高める傾向が強いと感じました。
（褒めて伸ば
す）美への追求が強いです。

Kazuma I learned about the appearance and feel that works must
have in order to communicate the concept to users.
和真 作品のコンセプトがどのような外観や質感にすればユーザーに伝
わりやすいのかを知りました。

Allison Very traditional industrial design program, which was a
challenge for me coming from an engineering background, but definitely helped develop skills such as sketching and graphic design

that I then used throughout the course.
アリソン 伝統の色が濃いインダストリアルデザインのプログラム
で、工学畑の私には特に難しいものでしたが、ここでスケッチやグラ
フィックデザインのスキルを習得できたことが、コース全体を学ぶ上
でとても役に立ちました。

Lucia Excellent for its traditional industrial design curriculum.
ルシア 伝統的なインダストリアルデザインのカリキュラムが秀逸。

Julian Business and digital/tech perspective.
ジュリアン
る。

ビジネスと、デジタル／テクノロジーの視点があ

Allison KMD has a unique combination of expertise,
representing both pragmatic business teachings and
sci-fi tech development, both seen with a local cultural
lens; it was great to approach these areas with students
with different perspectives.
アリソン KMDが扱う領域の組み合わせは独特で、実用的な
ビジネス知識とS F 的な最新テクノロジーを両方学べます。ど
ちらも地域の文化というレンズを通して、異なる視野を持つ学
生たちと取り組んだのは、素晴らしい経験でした。

London is a place where you can ponder how tradition and innovation should coexist. The city is more
than just quaint streets; it is filled with bold, unconventional buildings too. But it is not enough simply to be
unconventional. London allows new innovative ideas
to collide as an homage to the history of England and
Europe, but the innovation must still be within the context of that tradition. I think that the most innovative
designers are the ones who understand the high-contex t environment in which they work. (Kosuke
Maekawa, KMD 1st Batch Student)
「ロンドンでは、伝統と革新が共存するとはどういうことか
考えることができます。ロンドンは伝統的な街並みだけでな
く、奇抜な形の建物がたくさん建っています。しかし単に奇
抜だから良いという考え方ではなく、英国やヨーロッパが
培ってきた歴史に対するオマージュとして、新しい革新的な
考えを衝突させているのです。革新は伝統の文脈に沿ったも
のでなくてはなりません。革新を生み出せるデザイナーは、
そうしたハイコンテクストな事柄を理解した人たちであると
思います」
（KMD 1期生 前川公佑）

Experiences in London
ロンドンはどんな街だった？

London design exhibitions feature a lot of furniture.
Meanwhile, on the trains, there are not nearly as many
people fiddling with their smartphones as you would
see in Japan. The applications that they use tend to
be more intuitive and do not require a great deal of
time. There s a connection between furniture and applications. Regulations to protect scenic beauty make
it difficult to reform the houses in which people live,
so furniture is used to change the living environment
instead. People are used to editing and optimizing
their lives. Using smartphone applications, people in
London can customize software to their own lifestyles
and choose the information they want to receive.
(Kazuma Suzuki, KMD 3rd Batch Student)
「ロンドンのデザイン展では家具が多く扱われます。一方、
電車に乗った際にスマートフォンを操作する人を日本ほど
多くは見受けられません。彼らが使用しているアプリケー
ションは、直 感的操作で所要時間を大きくは奪わないか
らです。これら家具とのアプリケーションには関連があり
ます。彼らの生活する家は景観規制により改築が難しいた
め、家具などを購入して生活環境を自身で変化させること
にニーズがあり、それらを編集し自身の生活を最適化するこ
とに慣れているのです。スマートフォンのアプリケーション
においても、ソフトウェアを自身の生活スタイルにカスタマ
イズしながら情報を選ぶ能力に結び付いていると考えます」
（KMD 3 期生 鈴木和真）
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Camden Town
I really enjoy on weekend, international food market on Sunday (Lucia)
2 Portobello Road market
While many London neighborhoods have homogenized, this area is
still a fantastic clash of vendors hawking 1-pound bowls of fruit, rusty
second-hand tools and retro furniture, and upscale boutiques with indie
clothing labels (Allison)
A great place for bargains and amazing vintage finds and a genuine
local feel if you head north under the highway (John)
3 Natural History Museum
There are 70 million valuable specimens of animals, insects, prehistoric
life, plants and minerals. The natural history illustrations collection is
also famous (Hiro)
4 Science Museum
This is within walking distance from the school, and a favorite with IDE
students too. There are lots of unique toys designed with a science
theme (Atsuro)
5 Exhibition Road
Recommend by Peter
6 V&A museum
Amazing place and just down the road from Imperial and RCA (John)
The exhibitions are of excellent taste (Masa)
One of the richest design museums in the world (Atsuro)
7 The winter market in Hyde Park
This is an amusement park that is located in Hyde Park but only open
during the winter, and only at night. If you know what it is like before,
then it truly does seem like a winter wonderland (Kazuma)
8 Harvey Nichols Fifth Floor Café and Terrace
A great location and very convenient. There's nothing better than
coming here and having scones and clotted cream for afternoon tea
(Megumi)
9 Wallace Collection
Some fascinating collections in original settings (John)
10 Wong Kei
I'll never forget the thin noodles (Masa)
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11 The British Museum
This is a major tourist attraction and one of the largest museums in
the world. There is no way you can get around it in just a day. Yes, I'd
seen everything before in textbooks, but when you see it for real, it's
overwhelming (Meri)
It's interesting to compare how they do exhibits here with how they do
them at the Metropolitan in New York (Daisuke)
12 Apple Store, Covent Garden
Like the store on Fifth Avenue in New York, designed by Bohlin Cywinski
Jackson (Hiro)
13 Covent Garden
It's modeled after Brighton in the south of England, and you should
really visit both. It's a great day trip (Kazuma)
14 Southbank Centre
Recommend by Kiron
15 Tate Modern
This museum is located along the Thames and used to be the Bankside
Power Station. The exhibits are dynamic and engaging (Akiko)
The exhibits are wonderful, but so is the building. You always make new
discoveries here (Atsuro)
16 Gardens of the Barbican
Recommend by Daniel
17 Bars and Shops of Shoreditc
For hipsters (John)
18 Dennis Severs’ House
Some fascinating collections in original settings (John)
19 Geffrye Museum
Some fascinating collections in original settings (John)
20 Broadway Market
For hipsters, too (John)
21 Thames Path
Recommend by Michael
A Imperial College London
B Royal College of Art
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カムデン・タウン
週末を過ごすのに最高。日曜はインターナショナルフードマーケットも開催
（ルシア）

それはそれで本物の存在感に圧倒されます（メリー）
NY でメトロポリタン美術館に行って、双方の展示の仕方を比べると面白い
（大輔）

2

ポートベッロ・ロード
均質化が進むロンドンの近隣地区の中で、ここは今でもひと山１ポンドのフ
ルーツや錆びた古道具、レトロな家具などの出店がひしめいていてワクワク
する。インディーズブランドを扱う高級ブティックも（アリソン）
掘り出し物や素晴らしいビンテージが見つかるかも。高速道路をくぐって北
に向かうと、さらにディープな雰囲気に（ジョン）

12 アップルストア コヴェントガーデン店
NY ５番街店と同じくボーリン・シウィンスキー・ジャクソン事務所の設計

3

ロンドン自然史博物館
動物、昆虫、古生物、植物、鉱物の貴重な標本が 7000 万点。博物画コレク
ションでも有名（弘邦）

14 サウス・バンク

4

科学博物館
両校から徒歩圏内の、IDE の学生も大好きな場所。サイエンスをテーマにし
たユニークなオモチャがいっぱいあります（淳朗）

5

エキシビジョンロード
ピーター推薦

6

ヴィクトリア & アルバート博物館
素晴らしい場所、Imperial と RCA から歩いてすぐ（ジョン）
特別展が気が利いている（正彦）
世界で最もリッチなデザインの博物館（淳朗）

7

ハイドパークのウィンターマーケット
ハイドパークにて冬季限定で開かれる夜のみ開演する遊園地。冬季以前の開
かれる前を知っていると、まさに冬のみの夢の街のよう（和真）

8

ハーヴェイニコルズ 5 階 カフェ & テラス
立地が良いのでなにかと便利。ここのアフタヌーンティーのスコーン＆クロ
テッドクリームは最高です（恵美）

9

ウォレス・コレクション
時代背景ごと堪能できる魅力的なコレクション（ジョン）

10 ワンケイ

極細麺が忘れられません（正彦）

11 大英博物館

観光名所でもある王道のスポット。世界最大規模だけあってとても一日では
回りきれない。教科書で見たことあるものばかりといえばそれまでだけど、

（弘邦）

13 コヴェントガーデン

イギリス南部のブライトンを模して造られているので、セットで行くのがお
すすめ。日帰り旅行に丁度いい（和真）
キロン推薦

15 テート・モダン

テムズ川沿いにある元「バンクサイド発電所」だった建物を改造した美術館。
ダイナミックな展示が面白い（明子）
展示も素晴らしいけれど、建物も素晴らしい。常に新しい発見のある場所（淳
朗）

16 バービカン・コンサーバトリー
ダニエル推薦

17 ショアディッチにあるバーやカフェ

ヒップスターにとって最高（ジョン）

18 デニス・シヴァーズ邸

時代背景ごと堪能できる魅力的なコレクション（ジョン）

19 ジェフリー・ミュージアム

時代背景ごと堪能できる魅力的なコレクション（ジョン）

20 ブロードウェイ・マーケット

ここもヒップスターにとって最高（ジョン）

21 テムズ・パス
マイケル推薦

A インペリアル・カレッジ・ロンドン
B ロイヤル・カレッジ・オブ・アート
Map data © 2016 Google

I had field trips during my stay in NY. I could walk
into shops in the city to closely look at and even touch
and tr y the famous designs which we saw during
classes. Such learning experience is very unique.
Kiron Tsang (KMD, GID 1st Batch Student)
「ニューヨーク滞在中にフィールドトリップに行きました。街
中の店で、授業で見た有名なデザインを間近で見て、触った
り、試したりできました。とてもユニークな学びの経験でし
た」キロン・ツァン (KMD、GID 1期生)

Experiences in NY
ニューヨークはどんな街だった？
In New York, the underground facilities often lack
signage, but it is not unusual for the homeless to give
you directions and other information. If the information
is useful, you give them a tip. This is something you
would never see in Tokyo or London. In London, people give the homeless food and clothing in a spirit of
charity. That same spirit is found in the United States,
but the pace of life is so frenetic in New York that you
need something to trigger the charity. I think that is
probably why the homeless began providing directions. (Kazuma Suzuki, KMD 3rd Batch Student)
「ニューヨークでは、ホームレスの人々が表示の少ない地下
街において場所への行き方など情報を提示してくれる場合
があります。その情報が役立つ場合、チップとしてお金を払
います。このような光景は東京やロンドンでは見受けられま
せん。ロンドンでは市民が自発的にチャリティー精神のもと
に衣食を彼らに提供します。米国にも同様の精神はあります
が、ニューヨーカーの生活リズムは忙しく、チャリティーを呼
び起こすきっかけをつくる必要があります。ホームレスによ
る道案内のサービスが生まれたのも、そうした背景からでは
ないかと考えます」
（KMD 3期生 鈴木和真）

New York is a place where people of different ethnicities and cultural backgrounds come together and
are treated equally. In all aspects of design, different
cultures are taken at the same level and fused together
to create something new. In fashion, hip-hop fashions
from the street become high fashion; in music, the
rhythms of Africa are combined with Western music to
create jazz. Even in food, Japanese-Western cuisine
is popular, while in business, the entrepreneurial culture
that defines Silicon Valley is even more prevalent in
New York. I used the city to explore the foundations of
design and was very interested in how New York differed from London. I think that by living in both cities,
I was able to gain a bit of insight into that question.
(Kosuke Maekawa, KMD 1st Batch Student)
「ニューヨークは多くの異なる文化的背景を持った人種が存
在し、それぞれを平等に扱う社会です。デザインのあらゆる
側面においても、各文化圏の文化をフラットに捉え、それらを
融合させて革新を作っていると感じます。ファッションではス
トリート系のファッションであったヒップホップファッション
がハイファッションとして流行したり、音楽ではアフリカ音楽
のリズム感と西洋音楽が融合して生まれたジャズが有名で
す。料理でも『Japanese-Western』の料理が流行ったり、ビ
ジネスで言えばかつてシリコンバレーで盛んだった起業文化
は、今やニューヨークの方が勢いがあるほどです。都市の内
面からデザインの原点を探ったときにロンドンとの違いが垣
間見えたことは興味深かったですし、2つの都市で暮らした
からこそ感じられたと思います」
（KMD 1期生 前川公佑）
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Dia Beacon Museum
In order to visit a museum and also escape the hassle of the big city,
you will just have to travel 1.5 hours by train, bus or car to Dia Beacon
to not only experience great modern art, but also a beautiful building
(Katrin)
Storm King Art Center
501-acre outdoor sculpture garden nearby Storm King Art Center. Best
visited in the Fall, to see the multicolor display of autumn leaves (Katrin)
Stormking (upstate NY) or walking over any of the bridges at night
(Daniel)
Solomon R. Guggenheim Museum
This is someplace to visit quietly by yourself, over and over again. The
swirling form of the building makes a deep impression (Akiko)
American Museum of Natural History
This is famous as the location for the movie "Night at the Museum." The
giant taxidermy exhibits are overwhelming, the layout is beautiful, and
you can spend hours walking around! (Meri)
The Metropolitan Museum of Art
Visit the British Museum in London too and compare their exhibitions to
those at the Met (Daisuke)
Central Park
Recommend by Kiron
Apple Store, Fifth Avenue
The store never sleeps. Three giant glass panes are used per side of the
cube (Hiro)
The Museum of Modern Art (MoMA)
It's relaxing. There are always interesting special exhibits and compelling
messages (Masa)
Material ConneXion NYC Office
This is a treasure trove of design ideas where you can encounter all
sorts of different materials (Atsuro)
Broadway Shows
Excitement of watching (Lucia)
New York Public Library
For studying or working (Sandra)
Apple Store, Grand Central
Inside the historical Grand Central Station building. The marble floors
and handrails have been retained, and they give it a very luxurious
feeling (Hiro)
The Grand Central Oyster Bar & Restaurant
I love the shellfish they call "steamers," and this is one of the few
restaurants in New York where you can get them (Masa)
Docks Oyster Bar
The oysters are good too, but the giant cherrystone clams are incredible
(Daisuke)
Dough Doughnuts
This is about a 10-minute walk from Pratt, and it's easy to become
addicted to the fresh, not overly sweet, cute doughnuts! I visited a lot
when I was stuck for ideas and needed a break (Miki)
Madison Square Garden
It is the home of the Knicks (NBA) and Rangers (NHL). Sporting events
in America are great, especially the halftime shows! (Meri)
The High Line
I love the idea of this urban walking park (Michael)
The area features a very innovative design and planning system (Masa)
Pearl Oyster Bar
This restaurant is famous for its lobster rolls, but the clam chowder is
pretty good too (Daisuke)
Dean & Deluca（SoHo）
It is all pervasive in Japan, but the atmosphere of SoHo lifestyle can be
seen only in the real, original one (Megumi)
MoMA PS1
If you go to MoMA, you really have to see the Annex in Brooklyn as well
(Hiro)
This is the place to come for new art still in the rough (Atsuro)
Waterside in Williamsburg
For the view of the East River (Sandra)
Brooklyn Brigde Park
For the view of the East River, too (Sandra)
The Backyard of Peck’s at Myrtle Avenue
For studying or working (Sandra)
The 3 Luigis
Right in front of Pratt. I spent part of my childhood in New York, and this
is truly New York-style pizza! (Masa)
Lucey’s Lounge
My“ happy place,” a charming cocktail bar, but its also a delightful spot
for an afternoon cup of coffee (Murrill)
Prospect Park
Recommend by Julian
Pratt Institute

1

ディア・ビーコン美術館
大都市の喧噪から逃れて美術館を訪れるなら、電車でもバスやクルマ
でも 1 時間半で行けるディア・ビーコンへ。素晴らしいモダンアート
だけでなく、建物も美しい（カトリン）

2

ストームキング・アートセンター
周囲に 501 エーカーの野外彫刻庭園が広がる。秋に行くのが一番。鮮
やかな紅葉のグラデーションを堪能できる（カトリン）
ストームキング（ニューヨーク北部）に架かる橋。ニューヨークに架
かるどの橋も、夜に渡るのはオススメ（ダニエル）

3

ソロモン・R・グッゲンハイム美術館
一人静かに何度でも足を運びたい。渦巻きが印象的な建物（明子）

4

アメリカ自然史博物館
映画『ナイトミュージアム』のロケ地に使われたことでも有名。膨大
な数の剥製は圧巻で、展示レイアウトも美しく何時間でもいられます！
（メリー）

5

メトロポリタン美術館
ロンドンで大英博物館に行って、双方の展示の仕方を比べると面白い
（大輔）

6

セントラル・パーク
キロン推薦

7

アップルストア ５番街店
24 時間 365 日無休の不夜城。1 面に 3 枚の巨大なガラス板を使った
キューブ（弘邦）

8

ニューヨーク近代美術館（MoMA）
安らぐ感じ。必ず行くと、特別展が工夫されている。メッセージ力が
強い（正彦）

9

マテリアル コネクション
様々な素材に実際に触れるデザインのアイデア箱（淳朗）

10 ブロードウェイ・ショー

興奮の観劇体験（ルシア）

11 ニューヨーク公立図書館本館

勉強にも仕事にも最適（サンドラ）

12 アップルストア グランドセントラル店

歴史的建造物「グランドセントラル」駅の構内。大理石の床や手すり
をそのまま利用して豪華（弘邦）

13 グランドセントラル オイスターバー & レストラン
Steamers と呼ばれる貝が大好物で、ニューヨークで食べられる数少
ないレストラン（正彦）

14 ドックス オイスターバー

もちろんオイスターもおいしいですが、ここの巨大な cherrystone ク
ラムが最高です（大輔）

15 ドウ・ドーナッツ
Pratt から徒歩 10 分。フレッシュで甘すぎず、可愛いドーナツは病み
つき！アイデアに行き詰まったとき息抜きによく通った（美樹）

16 マディソン・スクエア・ガーデン
NBA のニックスと NHL のレンジャースの本拠地。ハーフタイムショー
も見所満載なアメリカのスポーツ観戦はオススメ！（メリー）

17 ハイ・ライン

歩いて楽しめる都市型公園というアイデアが素晴らしい（マイケル）
街のデザインと取り組み方の体制がイノベーティブ（正彦）

18 パール オイスターバー

ロブスターロールが有名なお店ですが、クラムチャウダーもとても美
味（大輔）

19 ディーン＆デルーカ ソーホー店

日本にも浸透してきたけれど、ポッシュなニューヨーカー生活が垣間
みれるのはソーホー店だけなのでは（恵美）

20 ニューヨーク近代美術館別館（MoMA PS1）
MoMA まで行って、ブルックリンにある別館を訪ねないのはもったい
ない（弘邦）
粗削りで新しいアートに触れられる場所（淳朗）

21 ウィリアムズバーグの水辺

イーストリバーの眺めを楽しめる（サンドラ）

22 ブルックリン・ブリッジパーク

ここもイーストリバーの眺めを楽しめる（サンドラ）

23 ペックのバックヤード

勉強にも仕事にも最適（サンドラ）

24 3 ルイージズ
Pratt の目の前。幼少の頃に NY にいた私にとっては、真のニューヨー
クピザの味！（正彦）

25 ルーシーズラウンジ

私が「ハッピーになれる場所」。魅力的なカクテルバーというだけでな
く、午後のコーヒーを楽しむのもいい（ミュリル）

26 プロスペクト・パーク
ジュリアン推薦

A プラット・インスティテュート

Map data © 2016 Google

One memorable experience was
that Tokyo was so very clean. It
was very interesting to me, how
people are taught to take responsibility for our common environment. Michael Meier (Pratt, GID
1st Batch)
M e e t i n g s t r a n g e r s i n To k yo
and being taken out for food and
dr inks and night s ou t w i thou t
understanding a word each other
w a s s a y i n g. D a n i e l G a r r e t t
(RCA/Imperial, GID 1st Batch)
「東京で初対面の人たちに誘われて、
一緒に食べたり飲んだりして楽しく夜
を過ごしましたが、お互いに言葉は一
言も通じませんでした」ダニエル・ガ
レット (RCA/Imperial、GID 1期生)

Experiences in Tokyo
東京はどんな街だった？

Tokyo is a city unlike any other.
The sheer scale and population
density is an experience in and of
itself. Murrill Oakes (Pratt, GID
3rd Batch)

「東京の印象で忘れられないことのひ
とつは、東京がとても清潔だというこ
とです。共用環境に責任を持つことを
人々にどう教えているのか、非常に興
味深く思いました」マイケル・マイヤー
(Pratt、GID 1期生)

While in Tokyo, our group had the pleasure and honor
of visiting a sumo dojo and watching a training session.
It was an incredible experience to get up close and personal with this ancient tradition − sitting in a beautiful
house, surrounded by bags of rice, realizing how many
hours of hard work are behind the few seconds of glory
in a fight. Allison Rowe (RCA/Imperial, GID 1st Batch)
「東京に滞在中、私たちのグループは、とても嬉しく光栄な
ことに、相撲部屋で稽古を見学する機会がありました。この
ような古い伝統を目の当たりにするのは、信じられない体験
でした。美しい建物の中で米袋に囲まれながら座り、数秒
間の取組で栄光を勝ち取る陰でどれほど多くの時間、厳し
い稽古を積んでいるのかを知りました」アリソン・ローウィ
(RCA/Imperial、GID 1期生)

Tokyo as a whole is fascinating! Every little thing is
meticulously planned out and put together. Even just
going to a rotating sushi restaurant, we observed the
quiet efficiency of the chef, such practiced and deliberate motions. There is no wasted sound or energy in their
performance. It s amazing, minimalist. Lucia Lane
Edde (RCA/Imperial, GID 2nd Batch)

「東京のような都市は他にはありませ
ん。あのスケールと人口密度は、体感
する価値があります」ミュリル・オーク
ス (Pratt、GID 3期生)

I had quite a few interesting experiences while in Japan and it is
difficult to focus in on one. The take-home though is that I have
been repeatedly surprised by the welcome and openness of the Japanese people. Julian Goldmans (Pratt, GID 3rd Batch)
「日本では実にたくさんの面白い経験をしたので、1つに絞るのは難しい
です。ただ強調したいのは、日本の人たちがとてもオープンな態度で歓迎
してくれたことに、何度も驚かされたことです」ジュリアン・ゴールドマンズ
(Pratt、GID 3期生)

「東京は本当に魅力的です！些細なことまで、緻密に考え抜
かれて組み立てられています。回転寿司では、寿司職人が静
かに効率良く、慣れた様子で考え抜いた動作をしているのを
見ることができます。その仕事ぶりには、無駄な音やエネル
ギーはありません。目を見張るほどのミニマリストです」ルシ
ア・レーン・エッデ (RCA/Imperial、GID 2期生)
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Sugamo
This is where, in some senses, you can see what the aging society of
the future will look like (Atsuro)
Mukojima-Hyakkaen Gardens
A country style garden that has been around since the Edo era. Time
flows quietly here (Sachie)
Asakusa Amezaiku Ameshin
Candy crafting is a traditional Japanese technique, and the store raises
it to an art. They also offer hands-on classes at the main store (Sachie)
Sakura-bashi beside Sumida river
Cherry blossoms in spring, fireworks in summer, sunsets in fall, and
serenity in winter... You can experience all four of Tokyo's seasons her
(Sachie)
Tokyo Kappabashi shopping street
People from all over Japan come here for tools. You can find kitchen
equipment, dishes, furniture, plastic food samples, and lots of other
things. It's great just to look around (Sachie)
Asakusa Engei Hall
You can enjoy all sorts of shows here, not just rakugo, but also manzai,
traditional magic and performing arts. People are allowed to come and
go during the performances, so it is very easy to stop by and see what's
happening (Meri)
SEKAI CAFE
Caters to inbound Muslims and vegetarians. The halal ramen is popular
(Hiro)
Kameju
Everyone comes for the dorayaki! It's worth the hour wait in line! (Sachie)
Nui. Hostel & Bar Lounge
A hostel popular with backpackers that the owner renovated by himself.
It's a cool place (Sachie)
Tsubameyu
This public bath in Ueno is open from the early morning and a great way
to start a journey (Sachie)
Going around book stores at Jinbocho
This area is filled with niche bookstores where it is just possible you may
find a volume that changes your life (Sachie)
Tokyo Conteprary Arts Museum
There are many interesting exhibits (Sachie)
Ginza
Recommend by Kiron
Shinjuku Suehirotei
Every Saturday, starting at 21:30, you can hear young rakugo comedians
for ¥500. It's a good way to experience Japanese culture even if you
don't understand the language! (Sachie)
Yoyogi Park
Recommend by Julian
Shimokitazawa
In sakura season. I recommend Takaosan, too (Daniel)
I was endlessly entertained rummaging through the vintage clothing
stores and people-watching outside coffee shops ー a perfect chilledout vibe (Allison)
Shibuya crossing
Recommend by Michael
Nezu Musium
The collections are wonderful, but you have to see the garden too
(Daisuke)
National Art Center
Recommend by Julian
Ichiran
The counter is divided up so that you can concentrate on your food by
yourself. It's an interesting concept, and I love the Kyushu-style pork
broth (Masa)
Mori Tower’s SkyView platform
Here you can feel as though you are on top of the world; the city
sprawls in all directions as far as the eye can see. On this platform,
visitors can grasp the sheer expansiveness of Tokyo’s urban sprawl
(Murrill)
Tokyo Metropolitan Teien Art Museum
The building itself is a work of art, and the garden is overflowing with
greenery. It's about a 10-minute walk from Meguro Station (Akiko)
Miraikan
A great place to see Japanese technology. There's even a KMD branch
(Atsuro)
Oedo Onsen Monogatari
The large onsen attracts guests from nearby luxury hotels. You can
change into your yukata to enjoy the food stalls (Hiro)
Inokashira Park
The most comfortable and relaxing spot in Tokyo, to me (Megumi)
Tokyo racecourse
The most beautiful racetrack in the world! (Daisuke)
Musashiya
The lines are always long, but you'll want to keep coming back (Masa)
Tsurumi River
Just a 20 minute walk from KMD campus (Sandra)
Keio University Graduate School of Media Design (KMD)

GID メンバーのブックマーク
1

巣鴨
ある意味、最も先端の高齢化社会の未来像が見られる場所です（淳朗）

2

向島百花園
江戸から続く、里山のような庭園。おだやかに時間が流れる（幸恵）

3

浅草飴細工 アメシン
見事なまでに美しい日本の伝統技術飴細工のお店。本店で体験教室も
随時開催している（幸恵）

4

桜橋
春は桜、夏は花火、秋は夕焼け、冬は静けさ・・・東京の四季を体感
できる場所（幸恵）

5

カッパ橋商店街
日本の道具街。調理道具、漆器、家具、食品サンプルなどが盛りだくさん。
見てるだけで楽しい（幸恵）

6

浅草演芸ホール
落語だけでなく漫才をはじめ、色物と呼ばれる手品や各種演芸も見ら
れる寄席を楽しめる。途中入退場 OK で気軽に立ち寄れるスポット！
（メリー）

7

セカイカフェ
インバウンドのムスリムとベジタリアンに対応。ハラール食のラーメ
ンが人気（弘邦）

8

御菓子司 亀十
なんといってもどら焼き！ 1 時間並んでも食べる価値あり！（幸恵）

9

Nui.（ヌイ）ホステル & バーラウンジ
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セルフリノベーションで作られた人気バックパッカー宿。かっこいい
（幸恵）
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19
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10 燕湯

上野にある早朝からやってる銭湯。旅の始まりに（幸恵）

11 神保町 本屋めぐり

マニアックな書店が立ち並ぶ街。運命の一冊に巡り合えるかも（幸恵）

26

13

12 東京都現代美術館（MO+）
企画展が面白い（幸恵）

13 銀座

20

17

キロン推薦

14 新宿末廣亭
毎週土曜 21:30 からは 500 円で若手の落語が楽しめる。言葉が分から

21

なくても、日本文化体験にもってこい！（幸恵）

15 代々木公園

ジュリアン推薦

16 下北沢

22

桜の季節に。都心近郊の高尾山も（ダニエル）
ビンテージを扱う古着屋で掘り出し物を探したり、コーヒーショップ
から歩く人たちを眺めたり。いつまでも飽きない、心から落ち着ける
雰囲気（アリソン）

23

17 渋谷交差点

マイケル推薦

18 根津美術館

コレクション展示も素晴らしいですが、とくに庭園は一目の価値あり
（大輔）

24

19 国立美術館

ジュリアン推薦

20 一蘭

一人で味に集中して食べるために、カウンターが仕切られている。こ
のコンセプトの面白さと九州の豚骨味が好きです（正彦）

21 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー

世界の頂点に立った気分になれる。街が見渡す限り、あらゆる方角に
伸びていて、東京という都市がどれだけ広いのかを実感できる（ミュ
リル）

22 東京都庭園美術館

建物自体が美術。緑あふれる庭園も素敵です。目黒駅から歩いて 10 分
のところ（明子）

23 日本科学未来館

日本の技術が見られます。KMD のブランチもあり（淳朗）

24 大江戸温泉物語

27

近隣の高級ホテルからインバウンドの観光客がわざわざ入浴に来る大
型温泉施設。中では浴衣に着替えて屋台街を楽しめる（弘邦）

25 井の頭公園

東京で一番落ち着く場所（恵美）

26 東京競馬場

A

世界一美しい競馬場！（大輔）

27 武蔵屋

いつも長い列ができていますが、病みつきになります（正彦）

28 鶴見川
KMD キャンパスから徒歩でたったの 20 分（サンドラ）
A 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）

28
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