社会をよくするデザインの学びと、研究する楽しさを追求する、社会人のための「未来の学校体験」

X デザイン学校 2019 年の秋コースを募集します。
2019 年秋 開講
ビギナーコース

初めて UX デザインを学ぶ

リーダーコース

UX デザインのリーダーを目指す

X デザイン学校ビギナーコース募集
実務に役立つ UX デザインの基礎を学ぶ初心者コース
■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。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）
■会場：マネーフォワード（田町）
■ビギナープログラム
1) 09 月 06 日（金） 19:30-21:30 内容：UX 概論
2) 09 月 20 日（金） 19:00-21:30 内容：質的調査・ビジネスインタビュー
3) 10 月 04 日（金） 19:00-21:30 内容：質的調査・ビジネスインタビュー
4) 10 月 18 日（金） 19:00-21:30 内容：質的調査・ユーザーインタビュー
5) 11 月 01 日（金） 19:00-21:30 内容：質的調査・ユーザーインタビュー
6) 11 月 15 日（金） 19:00-21:30 内容：ペルソナ・シナリオ法
7) 11 月 29 日（金） 19:00-21:30 内容：ペルソナ・シナリオ法
8) 12 月 13 日（金） 19:00-21:30 内容：構造化シナリオ
9) 12 月 26 日（木） 19:00-21:30 内容：構造化シナリオ
10) 01 月 17 日（金）19:00-21:30 内容：ペーパープロトタイピング
11) 01 月 31 日（金）19:00-21:30 内容：ペーパープロトタイピング
12) 02 月 14 日（金）19:00-21:30 内容：発表会と講評
■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。
■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。

■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参加（別途申込・参加費必要）
・募集人員：30 名
・募集：先着順で入学選考はありません。
・学費：7 月早期割引 16 万円、(8 月 20 万円）
・応募要項申込：https://www.xdesign-lab.com
・申込期間：2019 年 6 月 10 日より 7 月 10 日

X デザイン学校リーダーコース募集
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、デザイン思考の導入、活用、リーダーシップ、チームワーク、ファシリテーション、組
織のデザインなどを学びます。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。
■講師：山崎和彦（X デザイン学校）
、小島健嗣（富士フイルム）
、大崎優（コンセント）
、坂田一倫（Pivotal Labs Tokyo）
■会場：ウシオ電機(東京駅）
、Pivotal Labs Tokyo （六本木）
、amu （恵比寿）
■日程：
1) 09 月 26 日（木）19:00-21:30 会場：ウシオ電機(東京駅）イントロ、イノベーションのためのデザイン活用
2) 10 月 10 日（木）19:00-21:30 会場：Pivotal Labs Tokyo （六本木）チームビルディングとフィードバック
3) 10 月 24 日（木）19:00-21:30 会場：Pivotal Labs Tokyo （六本木 リーダーシップとファシリテーション
4) 11 月 07 日（木）19:00-21:30 会場；Pivotal Labs Tokyo （六本木）チームワークと意思決定のプロセス
5) 11 月 22 日（金）19:00-21:30 会場：amu （恵比寿）プロジェクトプランニング
6) 12 月 06 日（金）19:00-21:30 会場：amu （恵比寿）デザインマネジメント
7) 12 月 20 日（金）19:00-21:30 会場：amu （恵比寿）組織のデザイン
8) 01 月 17 日（金）19:00-21:30 会場：ウシオ電機(東京駅）デザイン活用のアプローチ（調査と現状把握）
9) 01 月 31 日（金）19:00-21:30 会場：ウシオ電機(東京駅）デザイン活用のアプローチ（提案と評価）
10) 02 月 14 日（金）19:00-21:30 会場：ウシオ電機(東京駅）最終発表とリフレクション
■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。
■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。

■リーダーコース概要：
・プログラム：
リーダープログラム：全 10 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（別途申込・参加費必要）
・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：7 月早期割引 16 万円（8 月 20 万円）
・応募要項申込：https://www.xdesign-lab.com
・申込期間：2019 年 6 月 10 日より 7 月 10 日

