
ゼミで⾏ってきたこと 

19K024 掛川 雅⽃ 

私の所属する清⽔ゼミでは、ロゴについての授業を⾏いました。 
 
 まず、企業のロゴにどんなものがあるのかを調べていき、ゼミ⽣各々で⼀つずつ企業のロゴを
決めて調べ、ロゴができた詳しい経緯などを踏まえてゼミの時間に発表をしました。 
 
 ロゴを発表する上で⼀番学びが深まったのは、ロゴを調べる作業をしているときです。 
 
私はナイキのロゴについて調べ発表しましたが、ロゴが作られた経緯はもちろん、会社のこれ

までの経営やどのようにして設⽴され成功していったのかという部分が⾒えてきてロゴを調べ
るだけで多くのナイキに対する情報が頭に⼊ってきました。 
 
このことを踏まえて、学びの発展として⾃分のロゴの制作をしました。 
ロゴというものはその会社（企業）にとっての顔となる部分だという話が先⽣からあり、⾃分の
ことをそのイラストだけで表現することわ意識して取り組みました。 

 

⾃分の名前と⾃由奔放に楽しんでいる⼈をモチーフに⾃分と照らせ合わせました。 
このロゴの授業で⾃分のことを表現する⼤切さや楽しさを新たに知ることができました。 
 
サッカー関係で就職を考えていましたが、やってみて合わないところがあったので 
今は⾃分の好きな美容の企業のインターンシップに参加しています。 
 
卒業論⽂に関しては、⾃分の⾏ってきた⻑期（5 ヶ⽉間）のインターンシップで学んできたこと
を主に書こうと今は考えています。 
ただ、志望している業界が変わったので少し迷っているところです。 
今後に活きるような卒業制作論⽂にしていきたいです。 



ゼミを通して学んだこと  
19K006 阿部花梨  

・3 年前期 ロゴから学んだこと  
3 年前期のゼミでは、主にロゴについて学びました。実際に興味のある企業のロゴの意味や
企業戦略との繋がりを調べることを通して、企業のマーケティング戦略について学ぶこと
ができました。  
その後、企業のロゴを通して学んだことを活かし、⾃分のロゴを作成しました。  
私は、名前である「花梨」の「花」と「梨」を絵にしてロゴを作成しました。  

・梨はリンゴと⾒分けがつきにくい⇒洋梨の形に  

・キャンプが好き⇒⾃然や⼭をイメージする緑⾊に  
・7 ⽉⽣まれ⇒花びらを 7 枚に  
・趣味が切り絵⇒画⽤紙でロゴを作成  
ロゴには、現在私が好きな事や夢中になっている事を表現しました。ロゴに意味を込める事
や⾃分⾃⾝を表現するという事がとても難しく、作成には１週間ほどかかりました。ロゴを
作成する過程で、⾃分の過去や現在について振り返り、⾃分⾃⾝と向き合うことができ、強
みや弱み等を⾒つける良い機会になったと感じました。ゼミでのロゴ発表の際には、それぞ
れのロゴを⽐較する事でその⼈⾃⾝の良さや様々な⽣き⽅、考え⽅を知ることができまし
た。  
ゼミでのロゴ作成を通して、⾃分を表現する事の難しさ、⾃⼰分析の⼤切さを学ぶことがで
きました。⾃分がどんな⼈かを相⼿に伝えるということはとても難しいことであり、誰かに
⾃分の事を知ってもらうには、まず⾃分⾃⾝が⾃分の事を理解し、強みや弱み等を理解する
必要があると感じました。今回のロゴ作成から学んだ事を活かし、今後の就職活動に取り組
んでいきたいと考えています。 
 
 
 
 
 



ロゴで自分を表す」  

19K016 伊藤柊  

  

「現在の私、将来なりたい自分像」  

  

私たちのゼミは、ロゴについて調べ、自分を表すロゴを作成した。今年行ったゼミの内容は

自分自身のロゴを記していきたいと思う。私は自分の名前で自分自身のロゴ作った。  

  

  

  
これが自分自身を表したロゴである。  

ロゴに意味は文豪で記しているので説明していきたいと思う。  

①字体を明朝体を用いることでふと軸でしっかりとした軸を持つという意味が込められて

いる。  

②②のところははらいを使うがはねるを用いることで変化に対応できる人間になりたい意

味が込められている  

③「にっこりマーク」の意味は楽しく笑顔で過ごすという意味が込められている。  

④これは誕生日花で花神興草である。花言葉としては、ありのままの相手を受け入れ愛情

を注ぐことが出来る人という意味である。  

  

この４つが「現在の私、将来なりたい自分像」として、自分自身を表した私のロゴであ

る。  



 「将来の住まい」  

                                                                              

19K068 塚⽥夢⽣  

テーマのきっかけ  

家は将来を共にするので、そこで幸福度を感じられるものになってほしい。人によって住

まいづくりはこだわりや選び方があるので、これを見て考えるきっかけになって欲しいと

思ったからです。  

住まいの選び方  

一戸建て vsマンション  

一戸建てかマンションかで悩みますが、その人にとっての優先事項や状況によって選び方

によって変わってきます。                                     

戸建てメリット：子供が騒げる、自分でアレンジできる＝自由度が高い             
デメリット：日当たりなどの土地選びが難しい                      

マンションメリット：ごみ捨てが楽、サービスや施設の充実                      

デメリット：管理費が高い、騒音、住民トラブルなど        
環境選び  

住まいを決めるには家の特徴や条件だけでなく、立地や周りの環境にも配慮しなければばらないのです。

一戸建ての場合では、町内会費や土地利用の制限をよく確認しておかないと後々出費が膨らむことや、希

望通りの建物を建築できないという問題にあたってしまいます。  

ワークライフバランス  

ワークライフバランスを支えられるような住まい選びをすることも重要な選び方に一つです。職場からの

近さ、交通機関などの利便性を考えつつ、子育てをする家庭は企業内保育所や駅前保育所のような通勤上

で立ち寄れる、あるいは自宅に近いといった子育て支援施設を求めて選ぶことも大切です。  

このテーマを考えて感じたこと  

住まいを決めるにあたって環境や立地がいかに大切かがわかりました。人それぞれ優先する条件が違うた

め、いくら良い住宅でもその人に合ってなければ意味がないのです。自分は一戸建てを将来考えていまし

たが、調べていくうちに気にしなければいけない問題がたくさんあることを知って、とても勉強になりま

した。  



表現するということ  

総合経営学部総合経営学科 3年  

19K069 續木菜々子  

  

１．ロゴ作成について  

 専門研究にて、企業のロゴを調べロゴに含まれている意味を知るという講義があり、そ

れをふまえて自身のロゴを作成するという活動を行った。  

２．自作ロゴの説明  

 ロゴを作成するにあたって、シンプルにすることにこだわって取り組んだ。  

 理由は、シンプルなものは誰が見てもわかりやすく、伝えたい意味をまっすぐに表現で

きると考えたからである。  

 このロゴに込めた意味は、「続いていく」ということ。物事や話の「続き」と自分の苗

字である「續木」が同じ音で読むことが出来るところからこの形を考えた。  

 また、矢印が左側を向いているのは、小説を右から左に読み進めるように自分の人生も

一つの物語のように時間が進んでいくということを表現したかったからである。  

３．表現とは  

 私は、表現するということは、人に伝えるというだけでなくある種の「自信の表れ」な

のではないかと考える。ロゴやこの文章がそうであるように、自分の考えや言葉など形の

ないものを人に伝えるためにどうするのか、正解の形など一つもなく人によって様々に違

う中でどうしたら一番正しく伝わるのかを考え、自分が納得のいくものを作り上げそれに

対して失敗を恐れずに自信を持つことが、表現するということで最も重要なことであると

考えられる。  

 そして、今後の卒業論文の制作についても、設定したテーマに沿って情報を集めそれに

対して自分の考えを持ち文章にまとめる中で、自分が良いと思うこと正しいと思うことに

ついては自分に自信を持って表現していこうと考えている。  

 

  



「ロゴ制作」  

19K074 中野晃太郎  

  

   私はマーケティング専攻のゼミに所属している。ゼミの活動として自分を表

すロゴを制作した。いきなり自分のロゴを作るのは困難のため、企業のロゴを調

べてから自分のロゴを制作した。その内容を下記で紹介する。  

  

  

私は株式会社メルカリのロゴを調べた。  

このロゴにはわくわく感＋公平さ＋フラットさという３つの意味を込めたデザ

インになっている。  

「限りある資源を循環させ、より豊かな社会を作りたい」という企業理念から生

まれた。  

  

  これは私が制作したロゴである。このロゴを作るうえで工夫した点をいくつ

か紹介する。  

  

• ナカノという文字が横に繋がっていることで人と人とのつながりを表

している。  

• 縦に長い線は竹刀をイメージしていて剣道を長年続けているという意

味で自分を表現している。  

• 一目見ただけでナカノと分かりやすいシンプルなデザインにした。  

  

まとめ  

  

 今回はゼミで行った活動を紹介した。これまで、企業のロゴはなんとなく見て

知っているだけで、意味など気にしたことがなかった。こうしたゼミの活動を通

し、企業のロゴについて考えられるようになった。普段は気にかけない企業の事

について知る良いきっかけになった。  



「ゼミでの学びと卒論について」       

 19K089 三澤友美   

  

１．ゼミ活動での学び  

 ゼミでの活動を通して、私は自身のロゴを制作する上での学びが一番大きかったと感

じます。自分のロゴを制作する上で、「今治タオル」のロゴの制作過程を参考にしまし

た。  

 今治タオルのロゴの制作者である佐藤可士和はロゴを制作する上で一番大切にした

ことは今治タオルの「本質的価値」です。中国産の安価で質の低いタオルが輸入したこ

とで（大量生産・大量消費の時代）、今治タオルは倒産の危機に見舞われました。そこ

で今治でも安価で低品質のタオルを売り出そうと地元の製作者は考えましたが、佐藤可

士和はそれを否定しました。佐藤可士和は、今治タオルの本質的価値は、「真っ白で上

品な肌触り、吸水性など高品質なとこにある」という価値を見出し、それを前面に押し

出したマーケティングを行ったことで今治タオルは成功を収めました。  

 それを踏まえた上で、私はまず自分の「本質的価値は何か」を考えました。そして今

の自分が形成された一番のきっかけは高校時代の軽音楽部での活動が大きいと考えま

した。様々な価値観を持つ多くの人々と関わったことで自分の世界が大きく広がり、人

とのつながりの大切さを学びました。このようなことから私が軽音楽部で担当していた

エレキベースが私の本質的価値を象徴しているものであると思い、自身のロゴに一番目

立つような形で配置しました。  

 そして高校時代の経験から人とのつながりの大切さを学んだことで、地域密着につい

て学びたい、また、産業カウンセラーとして人とのつながりや信頼をより一層強固なも

のにしていきたいという目標のもと大学で学ぶことが出来ています。  

  

 ２．これからの卒業論文に向けて  

 以上の学びから、私は「（地元）東御市の地域活性化」について卒論を書いていきた

いと考えています。大学で地域密着、活性化について学んできたのでそれを卒論に生か

したいと思います。講義でいくつかの事例が紹介されましたが、真似をするだけでは本

当の意味での地域活性化はできないと思います。自分なりに東御市について調べた結果、

ワイン産業が今、東御市で注目されているということを知りました。私はここに東御市

の本質的価値があると考えています。東御市の地域活性化にためにこれから卒業論文を

書いていきたいです。  



ゼミで今までやったこと  

19K094 宮澤優也  
 まず清水ゼミでは色々なロゴについて調べ、パワーポイントでまとめるということを最

初にやりました。私がその時に調べたのはスマホなどでなじみのあるアップル社のロゴで

す。主に機械類を扱う会社のロゴなのにりんごという果物がモチーフのロゴだったのが気

になり調べました。そしてそのロゴにはアップルの創設者が果食主義者だったからという

シンプルな理由と機械の冷たいイメージを払拭したかったという思いが込められているこ

とを知りました。またりんごがかじられているのはほかの果実との違いがぱっと見たとき

にわかりやすくするためだそうです。  
 企業のロゴを調べた後は自分のロゴを作るという作業をしました。たくさんのロゴをみ

て参考にしたり模倣したりして実際に自分のロゴを作ってみましたいろいろなロゴを見て

いて思ったのですが意外とシンプルなものが多く自分のロゴもシンプルなものにしようと

思って作りました。名前のロゴというところでテーマを聞いた時からフルネームでロゴを

作りたいなとは思っていたので文字をつなげて作ってみました。也という字のくっつきが

悪かったので他の文字を囲むように使ってみましたが名前の文字がまとまり、自分を飲み

込んでいるようなロゴになったので悪くはなかったと思います。  

         
 就職活動に関してはあまりやる気になれずにいました。というのも自分自身何が得意で

何をやりたいかというのがあまりわからずどうすればいいのかよくわからなくなっていて

漠然とした不安を抱えていました。ですが就職支援ガイダンスやこのゼミでのお話を聞い

て学生である今というのは貴重な時間で無駄にできないと思いました。またやりたいこと

は実際に就職活動をしながらでも見つけていけるということを教えてもらい就活に意欲が

でました。  

 卒業論文については最初はコロナのこともあり大きなダメージを受けていたという観光

業について気になったので観光業って実際どんな割合でどんなことから収入を得ているの

かということを調べてみようと思っていましたが論文に独自性を出すのが難しそうだった

のでインターンシップや会社見学などの就職活動で得られる実体験など生の情報を生かせ

るレポートにしたいと思いそういった方向での卒業論文にしようという考えもありま

す。  



専⾨研究での活動  
１９K１００ ⼭浦僚太  

  

 私たちのゼミではそれぞ

れ企業のロゴマークの意味などについて調べ発表を⾏うという作業を⾏った。そのなかで
私は TSUTAYA のロゴマークについて調べ発表を⾏った。  
                                        
 TSUTAYA ロゴについて調べて分かったこと  
・TSUTAYA のロゴのマークはユニクロやセブンイレブン、今治タオルなどのロゴマーク
をデザインした佐藤可⼠和⽒によってデザインされたもの。  
・電波とアンテナの部分には時代に敏感で情報を発信するという意味がある。  
・テレビのようなフォルムはメディアを表し、エンターテイメントを様々なメディアで流
通させるという意味がある。  
・顔の部分はコミュニケーションを表し、⾃分らしい⾃⽴した社会を実現させるというい
みがある。  
 専⾨研究のなかで企業のロゴマークについて調べてみて、普段の⽣活の中で何気なく⾒
ているロゴマークにそれぞれ企業の考えが反映されていることを実感することができた。
また、私の所属する他の⽅の GU など他の企業のロゴマークの発表を聞き、それぞれの企
業がロゴマークに表すほど重要に考えていることを知ることが出来たことで、そのお店を
利⽤しサービスを受けた際に企業ごとにお客に対してどのように向き合っているのかをよ
し消費者として感じることが出来た。  
 そして、それぞれの企業がお客に対してどのように向き合っているのかをを感じた経験
を、私就職活動に活かしていきたいと考えた。  
                                                 
                                   
 

 

 

 



卒論制作に向けて  
  

19K104 ⼭根 悠  
私は今までのゼミ活動で、⾃⾝のロゴを制作したことが⼀番印象的でした。ゼミの担当で

ある清⽔先⽣は、マーケティングを⾃分⾃⾝に重ねることで考えを深める思考を⼤切にし
ていらっしゃると感じています。そのため⾃⾝のロゴ制作というのは、清⽔先⽣ならではだ
と思いました。下記画像は、私がデザインしたロゴです。  

まず、全体のモチーフは、私の名字と同じ「ヤマ
ネ」という動物です。丸くて可愛らしいフォルムが以前から好きでした。このヤマネを形作
っている線は、平仮名の「ゆう」を組み合わせたものです。ロゴ 1つでフルネームを表現し
ました。また「う」の⼀画⽬の点で躍動感、前に進んでいる様⼦を表しました。太い線はヤ
マネの縞模様です。このロゴを⾒る⼈が想像の幅を広げられるように、⽂字は⼊れず、抽象
的でシンプルなイラストでデザインしました。カラーではなく⽩⿊にしたのは、スタイリッ
シュさ、シンプルさを際⽴たせるためです。そのようなシンプルなロゴに惹かれるものがあ
りました。いかに⾃分⾃⾝の外枠や想いを表現するか頭を悩ませましたが、⼤変貴重な経験
でした。  
  
〜卒業制作論⽂に取りかかるにあたって〜  

テーマは、「買い物同伴者が買い物に与える影響」を考えています。  
私は 2年前から雑貨販売店でアルバイトをしています。商品は⾷器、⽇⽤品、アウトドア

⽤品、植物など幅広く、客層も様々です。私は販売スタッフとして接客をするなかで、同伴
者が与える影響に興味を持ちました。また⼼理学に興味があるため、⼈が⼈の⼼理に与える
影響についての学びを深めたいという想いがあり、このテーマに定めました。  

ロゴ制作のように、⾃分の強みを活かして取り組むことを⼤切に、⾃分にしか綴ることの
できない論⽂になるよう進めていきたいと思います。  



19K401 朝原 杏奈 
これまでのゼミでは卒業論⽂、就職活動につながる活動を⾏ってきました。まず、初めに

⾃分の興味のある企業のロゴについて調べました。私は、⾃分のアルバイト先である GU に
ついて調べました。１⼈１⼈がプレゼンの練習もかねて発表しあいました。ここで発表し合
ったことにより、企業について今まで知らなかったことについて新しく知ることが出来ま
した。企業のロゴには、願いや思いが詰まったものばかりでした。そこで、⾃分⾃⾝を表現
するために⾃分についてのロゴを作成しました。私は、洋服がとても好きなので⾃分がアパ
レルブランドを⽴ち上げたときの事を想像しロゴについて考えました。中々思い描くよう
なロゴにたどりつくことができず沢⼭の指摘をされてしまいました。私が考えたロゴは
annA でした。⾃分の名前はローマ字にすると前からよんでも後ろからよんでも同じなので
それを利⽤し、右から左によめるようあえて最後のＡを⼤⽂字にしました。また、もしも⾃
分のブランドを世に出すときには⾃分が作った！！もっと⾃分の名前を知ってほしいとい
った願いを込めてあえてそのままローマ字で記しました。しかし、中々ロゴを考えるのも容
易でないと深く感じました。いつか⾃分でアパレルブランドをひらいてみたいといった願
いもあり、もしひらけるのであれば⾃分の名前をブランド名にしたいと思ってはいました
がいざ考えてみると中々納得のいくものがうまれませんでした。こういったように実際に
作成してみることでいかに企業のロゴがすごいのか、いかにロゴ⾃体に思いを込めるのか
がとても重要だと感じました。この経験をいかし、卒業論⽂、就職活動について本格的に考
え始めました。さらに⾃分でロゴを調べ、発表を聞き様々な企業を知る機会にもなりまし
た。  

私は、先ほども述べたように洋服がとても好きです。そのため、将来はアパレル企業に就
きたいと思っています。企業を知るためにも、卒業論⽂では⼀番馴染み深いアルバイト先の
GU について取り組んでいきたいと思っています。まだどんなことをテーマとして考えてい
きたいかは決まっていませんが、トレンドになるカラー、客層、客単価、消費者⾏動、コロ
ナ禍による変化、マーケティングについて⾃分⾃⾝とても興味があることばかりなので研
究してきたいと思っています。今現在アルバイトしているからこそわかること等も取り上
げて研究していけたら良いなと考えています。  

そして、就職活動の⽅はアパレル企業を視点として活動しています。アパレ

ル企業に就職できるよう企業勉強を始めました。中々就職活動に前向きになれていない気
持ちもあり活動⾃体はあまり進めることが出来ていないのですが、ゼミでも様々な企業に
⽬を向けて企業を知ることが⼤切だということを学んだのでしっかり企業をみていきたい
と思っています。また、今しかインターンシップ等を⾏い沢⼭の企業をみることができない
ということをゼミでの活動で学びました。このチャンスをしっかりいかし、とても納得のい
った就職活動になるようしていけたらなと感じています。  



ゼミ所属後９カ⽉の活動報告 

19K405：森⼀⾺  
私たちはおよそ 9 カ⽉のゼミ活動において、まず⼤きなものとしてロゴの製作から始ま

りました。ロゴ製作の意図としては最終的に作成したロゴについてプレゼンすることで就
職活動におけるプレゼン対策や、表現⼒向上に努めました。⾃分の名前を⼀つのロゴに具現
化するにあたりぱっと⾒た時の印象が⼤切ですが、私にはそのデザインセンスや表現⼒が
皆無に等しいと感じていました。ほかの学⽣のロゴの発表を⾒ると、表現⼒だけでなく、そ
の形にするに⾄った経緯や意味などを明確に伝えることができていてとても驚きました。  
結果から⾔うと私のロゴは可もなく不可もないものに落ち着いたと感じています。⾊々

な企業のロゴを調べ、無難なデザインに⾏きつきました。ほかの学⽣たちのロゴほど強調性
は感じられませんが、⾒慣れたデザインのロゴにすることによって違和感を無くす⽅向で
製作しました。  
次にスマートシティ計画についての会議に参加させていただきました。正直このスマー

トシティの存在⾃体知らなかったものなので、国規模のプロジェクトをこの機会に知るこ
とが出来てとても良い経験になったと感じました。スマートシティを推進するにあたり⼤
きな課題が多数あがりました。まずは推進主体である役所に⼈材がいないことであったり、
⺠間との連携があまりとれていないといった問題が存在します。また法律からの観点でも
「個⼈情報保護法」について、建物⾃体の情報がどこまで出していい情報なのか⾃治体ごと
にまちまちで、法整備が整っていないことが現状です。都市計画のように地域がらみの計画
を推進しようとすると地域住⺠の壁や、法の壁が多いように感じました。  

このように⾃分の知らないところで⼤勢の⽅々が⼤きな計画に取り組まれていることを
知ることが出来ました。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




