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勉学の状況
後半の授業です。KISD のシステムや雰囲気など一学期過ごしてみてわかったこと、感じたこと
についても書いていきたいと思います。

Non-visual Interface (12.10 - 02.07)
後半のメインの授業は、 “Non-visual
Interface” という視覚以外の感覚を用いたイ
ンタフェースのプロトタイプを作成するプロ
ジェクトでした。はじめに講義とエクササイズ
を通してテーマである Non-visulal と
interface について理解を深め、次に事例収集、
コンセプト提案をしたのち、方向性が近い生徒
同士で 1〜4 人程度のグループを組んでアイ
ディエーション制作を行いました。私のグルー
プメンバーは正規の学生と日本からの留学生の
３人グループでした。グループを組んだ後はプ
ロトタイプを作りながらアイディエーションを

展示の様子

アイディアが出ても実現できないこともあり
ますが、逆にプロトタイプが予想と違う動きを
することでアイディアが生まれることもありギ
リギリまで試行錯誤が続きました。そのため、
プレゼンテーションで他の学生たちが狙い通り
の感覚を受け取ってくれたときはとても嬉し

同時に行いました。

かったです。この授業では主に aruduino を利
用してプロトタイプを制作したのですが、自分
たちで考えつつも困ったときには先生や TA さ
んに気軽に相談にいける環境が整っていたのが
よかったです。プレゼン本番ではうまく動かな
いプロトタイプもあり理論だけでなく実現させ
プロトタイプ制作の様子

ることがいかに難しいかも学びました。

Interface Perception (10.16 - 02.05)

ドイツ語クラス (10.21 - 01.20)

調査、発表のパートが終わり、ライティング

TH Köln のドイツ語 A1 というドイツ語初級

のパートが始まりました。ライティングのパー

レベルのクラスを受講していました。ゼロから

トでは HCI の論文を書く練習として 2 人 1 組

はじめる人向けのコースだったのですが、3 年

になり新しいヒューマンインタフェースを考え

間ほどドイツに住んでいる学生、高校生の頃に

A4、1 枚程度にまとめました。私たちはマテリ

ドイツ語を習っていた学生などもいてレベルは

アリズムとアイディアリズムをテーマに未来の

まちまちでした。10 数人のクラスで毎回異な

地球世界を設定し、精神の世界と現実世界をつ

るグループで会話しながら学ぶスタイルだった

なぐインタフェースを考えました。SF 的でや

ので他の学科の学生と仲良くなる良い機会にも

や突飛な内容でしたが話し合っているうちに世

なりました。最後にはグループごとにテーマを

界観がどんどんできていき楽しかったです。

決めて街でインタビューを行いその結果を発表

HCI の論文としてまとめるのが難しかったです

しました。ドイツ語だけでなく文化も学べたの

がより理解が深まったと思います。

で受講してよかったです。

KISD で一学期過ごして
一学期 KISD で過ごして、KISD では形を最
終的に作る力と、それをどう伝えるかという力
を着けやすいと思いました。毎回オープンなプ
論文の中で設定した将来の地球の様子

レゼンテーションがあるため、何を作るかと言
うだけでなく、みに来てくれた人にどのような
体験をしてもらいたいかと言うところまで考え
て制作を行うことができました。学内の工房は
授業のための制作以外にも利用できたり、常に
TA さんがいて相談することができたりと制作
をサポートする環境が充実していると感じまし
た。また、発表や実験は学内だけでなく街に出
て行うこともありますが、ケルンという都市や
ケルンの住人もそういった学生の新しい取り組
みや変化に寛容であり、デザインを学ぶのによ

ケルン大聖堂に関してインタビューを行った際のグループ写真

い街だと感じました。

KISD のシステム

①AG( ワーキンググループ )
KISD では生徒は AG と呼ばれるワーキング
グループに入ります。Photo AG、Online AG
といったように様々なグループがあり、KISD
のサービスを回します。私はその中の Gute
Stube AG という学内にあるカフェで働くグ
ループに参加しました。この AG では週に一回
4.5 時間のカフェでコーヒーなどの飲み物を提
供します。初めはミルクをうまく作れなかった
り、ドイツ語での注文が聞き取れなかったりと、
不安も多くシフトが少し憂鬱でした。そこで、
毎回のシフトで小さな目標を設定することにし
ました。笑顔を意識する、一度に数名分の注文
を取る、ミルクで模様をつくる、など意識程度
の小さなものでしたが最後には好きな時間にな
りました。

コンテスト形式の Friday Presentation の様子

②Friday Presentation
これまでの報告書でも述べましたが、KISD
ではどのプロジェクトも金曜日にプレゼンテー
ションを行います。それは Friday
Presentation と呼ばれ、一般に開かれており、
受講していない授業のプレゼンテーションを見
ることができます。学期末などプロジェクトが

模様を作ろうとして失敗したカプチーノ

終わりが重なる時期には 1 日に複数のプレゼ
ンテーションが行われることもあります。一つ
のプロジェクトにつき約 20 分間与えられてお
り、場所を変えながら回っていきます。
授業によって教授がプレゼンテーションの様式
を決めることもあれば、生徒が完全に自由に決
めることができる場合もあります。普通のプレ
ゼンテーションからグループで競うコンテスト
形式のものなどがありますがどれも実際に近く
で見たり、体験したり、製作者と話すことがで
きるのが特徴です。

③KISDspaces
KISD では情報交換の場として KISDspaces というサイトが活躍しています。千葉大学の
moodle と学生ポータルが合わさったような機能を持ち、授業、学内サービス、イベント、学生
や教員などの情報をここから入手することが出来ます。個人や授業ごとにスペースと呼ばれる
ページが存在します。個人のスペースでは過去に参加したプロジェクトが確認できたり、授業の
スペースでは授業の資料共有、課題提出、意見交換などを行います。

④Documentation
KISD では節目ごとにレポートを提出します。1 つは course report といい、プロジェクトが終
わるごとにそのプロジェクトの topic, process, results, reﬂection について KISDspaces の個人
スペースにアップロードします。もう一つは study journal です。授業のポートフォリオと KISD
での生活について PDF にまとめます。また、学期の最後に my KISD というプレゼンテーション
があり、留学生が 1 人ずつ KISD での経験を発表します。このように KISD では授業や学期が終
了する毎に振り返る機会があるので区切りをつけて終えることができました。

筆者の個人スペース

生活の状況
休日もグループワークで集まることが多かったです。次の学期の手続きなどもあり忙しかったで
す。年末年始と学期終わりはしっかり休みだったので他国へ旅行に行きました。

イタリアビザ申請

ケルンの年越し

次の学期はイタリアに行くため、フランクフ

元旦の数日前から家のまえの公園で爆発音が

ルトにビザ申請に行った。ビザの申請は渡航の

聞こえるようになり何事かと怖かったのですが

一ヶ月以上前に済ませる必要がある、イタリア

ドイツでは年越しの限られた数日にしか花火が

大使館に行かなければいけない、イタリア大使

売らることもあげることも許されていないそう

館は完全予約制であるなどいくつか注意しなく

で至る所で花火があげられていました。花火は

てはいけないことがあった。⑴ビザ申請フォー

だんだんと盛り上がり、年を超える瞬間に最高

ム、⑵パスポートサイズの証明写真⑶パスポー

潮に達しました。私は家にいたのですが、様子

トのコピー⑷健康保険の契約が確認できるもの

を見ようとベランダに出た瞬間に向かいのベラ

⑸留学先の受入許可書、⑹住居が確保できてい

ンダから花火が飛んできて驚いてこけるという

ることを確認できるものが必要でした。予約制

情けない年明けになりました。にぎやかな年明

なので時間通りに対応していただけましたがビ

けも素敵ですが日本の文化に慣れているので年

ザの発行に 4 時間ほどかかったのが想定外で

をこした実感がいつもよりも薄く、日本のお正

した。そこで少し観光する時間ができたのです

月のよさも再認識しました。

が丁度休館日の美術館が多かったので街を歩く

留学生活を半分終えて

だけになってしまいました。しかし、ケルンと

当たり前ですが、ケルンは人もシステムも東

はまた全然違った雰囲気で街を歩くだけでも十

京とはまるで異なりましたが、おかげでどちら

分に楽しむことができました。

のよさも倍実感することができたと思います。
知識としては知っていたかもしれないけれど実
際に体験してみて感じることは違うなと気づか
されました。また次の都市で違うよさを体験で
きるのがとても楽しみです。また、初めての海
外生活は全てがゼロからのスタートで、全てが
自分の責任で、自分の感情を見直すよい機会に
なりました。
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