X デザイン学校 2020 年リーダーコース募集（オンライン）
2020 年ビギナーコースの募集はありません

X デザイン学校 2020 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。
オンラインでの講座やワークショップの方法も学びましょう。
1) 09 月 02 日（水）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Pivotal Labs Tokyo）
チームビルディング
2) 09 月 16 日（水）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Pivotal Labs Tokyo）
リーダーシップ
3) 10 月 01 日（木）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Pivotal Labs Tokyo）
チームワークと意思決定
4) 10 月 15 日（木）19:00-21:30 講師：坂田 一倫（Pivotal Labs Tokyo）
ワークショップのファシリテーション
5) 10 月 29 日（木）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 20 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 04 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 18 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) 01 月 08 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 22 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 05 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 19 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（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：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：2020 年 7 月 10 日(金)より 7 月 25 日（土）

■講師：
■坂田 一倫（Pivotal Labs Tokyo）
Pivotal Labs Tokyo プロダクトマネージャー。
「世界中のソフトウェア開発そのものを変革する」をミッションとして
掲げ、多くのナショナルクライアントと共にリーンスタートアップと XP 開発を取り入れた Lean XP の思想に基づい
たソフトウェア開発を推進中。監訳書として『Lean UX−リーン思考によるユーザエクスペリエンス・デザイン（オライ
リー・ジャパン）
』などがある。
■大崎 優（コンセント）
（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。
■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。
■小島健嗣（富士フイルム）
富士フイルム（株）ビジネス開発・創出部 Open Innovation Hub 館長シニアエキスパート。千葉大学工学部工業意匠
学科卒。カシオ計算機入社を経て 1986 年富士フイルム(当時富士写真フイルム)入社。デザインセンターを経て R&D 統
括本部 技術戦略部。2014 年 Open Innovation Hub 開設。2015 年 3 月より現職。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。
■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 2020 年リーダーコース募集要項（オンライン）

■リーダーコースの紹介
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。

１.募集コースの概要
（1） 名称：X デザイン学校 2020 年度リーダーコース（オンライン）
（2） 内容：社会人のためのリーダー・プログラム
（3） 期間：2020 年 09 月 02 日（水）より 2021 年 02 月 19 日（金）
（4） 授与修了書： X デザイン学校 2020 年度リーダーコース修了書
（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：25 名
（7） 入学時期：2020 年 9 月 02 日（水）
・リーダープログラム
本年度は、新型コロナなどの状況により基本的にすべての講座はオンラインで実施します。
オンラインでの講座やワークショップの方法も学びましょう。
1) 09 月 02 日（水）19:00-21:30 チームビルディング
2) 09 月 16 日（水）19:00-21:30 リーダーシップ
3) 10 月 01 日（木）19:00-21:30 チームワークと意思決定
4) 10 月 15 日（木）19:00-21:30 ワークショップのファシリテーション
5) 10 月 29 日（木）19:00-21:30 デザインプランニング
6) 11 月 20 日（金）19:00-21:30 デザインマネージメント
7) 12 月 04 日（金）19:00-21:30 デザインチームの組織
8) 12 月 18 日（金）19:00-21:30 ワークショップのプランニング
9) 01 月 08 日（金) 19:00-21:30 ビジョンデザイン
10) 01 月 22 日（金) 19:00-21:30 リフレームとアート思考
11) 02 月 05 日（金）19:00-21:30 デザイン経営とイノベーション
12) 02 月 19 日（金）19:00-21:30 デザイン経営とデザイン活用
・関連プログラム
1）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。
（無料参加）
2）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。
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。
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：2020 年 7 月 10 日(金）より 7 月 25 日（土） 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）
・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（月）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
・早期割引の学費は 18 万円（一括納入）,学費振込の締切は 8 月 10 日（月）です。
・8 月末までの学費振込場合は 24 万円（一括納入）.学費振込の締切は 8 月 31 日（月）です。
・領収証を発行します
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.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。

