
GKデザイングループ  スチューデントセミナー開催のご案内

近年、情報技術や社会構造の変化によって、デザインの領域がさらに拡大しています。

　デザイナーにおいても、モノの形を考えるだけではなく、より多様性のある資質が求め

られるようになりました。

　GKデザイングループは、各大学学部3年生、大学院1年生（2021年3月卒業見込みの方）

の学生の皆様を対象に、下記の通りスチューデントセミナーを開催します。今回のセミナー

は、東京、京都、広島で開催します。GKダイナミックス主催セミナーにおいては、イン

ダストリアルデザインコースとともにプロダクトグラフィックコースを同時開催します。

東京でのセミナーは、その他に環境／空間系コース（GK設計主催）、グラフィック系コー

ス（GKグラフィックス主催）、インダストリアルデザインコース（GKインダストリアル

デザイン主催）を開催し、計5コースとなります。京都、広島でのセミナーは、各領域を

横断したものとなります。

　それぞれのセミナーについての応募要項を添付いたしますのでご確認いただき、将来デ

ザイン分野で活動を志す学生の皆様に是非参加していただきたくご案内申し上げます。何

卒よろしくお願い申し上げます。

　なお、このスチューデントセミナーの参加は、採用の前提ではありません。

株式会社GKデザイン機構

1．株式会社GKグラフィックス主催セミナー

　  2020年2月25日（火）から2月28日（金）までの4日間

2．株式会社GK京都主催セミナー

　  2020年3月2日（月）から3月6日（金）までの5日間

3．株式会社GKダイナミックス主催セミナー

　  2020年3月3日（火）から3月6日（金）までの4日間

4．株式会社GKデザイン総研広島主催セミナー

　  2020年3月25日（水）から3月27日（金）までの3日間

5. 株式会社GKインダストリアルデザイン主催セミナー

　  2020年4月14日（火）から4月17日（金）までの4日間開催予定

　  （詳細が決まり次第、告知します）

6．株式会社GK設計主催セミナー

　  2020年4月22日（水）から4月24日（金）までの3日間

セミナーの

開催期間について

1．オリエンテーション

2．課題作成

3．プレゼンテーションと講評及び懇談会　

セミナーの

構成について

株式会社GKデザイン機構　171-0033 東京都豊島区高田 3-30-14

Telephone 03-3983-4131　E-mail gk-seminar@gk-design.co.jp

URL http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

担当：業務部　松本

　

お問い合わせ

Student Seminar  2020
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株式会社GKグラフィックス  スチューデントセミナー開催のご案内

GKグラフィックスの業務及び、GKデザイングループの業務に興味をお持ちの学生を対象に、スチュー

デントセミナー（デザイン講習会）を開催いたします。　

課題テーマに基づいたデザインワークを行っていただきます。　

株式会社GKグラフィックス

内容募集要項

エントリーシートと作品ダイジェストをメール添付しご応募ください。

　・エントリーシートは下記URLよりダウンロードの上、書き込んでください。

　　　　　ダウンロードURL：http://www.gk-graphics.jp/

　・作品ダイジェスト（課題作品の写真やスケッチの画像・説明文等）はA3サイズ 横位置1枚にまとめ、

pdfもしくは jpgデータ化したもの。データ容量は最大3MB程度としてください。

（A3は横、左側に30mm程度の綴じ代を残し、右上に大学名と氏名を記載してください）

　・エントリーシートと作品ダイジェストを下記アドレスに送信してください。

　　　　　送付メールアドレス：graphics@gk-design.co.jp

　　　　　・送付メールの件名は：スチューデントゼミ2020      

　　　　　・添付ファイル名： 学校名_氏名 .pdf   または   学校名_氏名 .jpg

※メール着信 /書類等確認しだい（土・日・祝日を除く2日以内）、受領確認のメールを送信させていただきます。

受領確認のメールが届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※電子メディアによる応募が困難な方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。　

受講申し込み

対象となる方 ・2021年3月卒業見込みの方（現在大学3年生、大学院1年生）
・大学でデザインを履修し、将来デザインや企画の仕事を目指している方

受講の条件 ・デザインに対し興味があり、真摯に取り組める方

・基本的なPCスキルを持っている方

応募方法

ご自身で、学生教育研究災害傷害保険「学研災」と学生教育研究賠償責任保険「学研賠」もしくはイン

ターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険「インターン賠」に加入してください。　
保険受講に

あたっての
お願い

株式会社GKグラフィックス 〒161-0033  東京都新宿区下落合2-1-15  Telephone 03-5952-6831    

  Mail : graphics@gk-design.co.jp

  URL: http://www.gk-graphics.jp/

お問い合わせ

期間 2020年2月25日（火）から2月28日（金）までの4日間

会場 株式会社GKグラフィックス  東京都新宿区下落合2-1-15

講習 2月25日から2月28日10 : 00–17 : 30（12 : 00–13 : 00 昼休み）
各自ノートパソコンをご持参いただき、実作業による講習となります

募集人数 15名程度　

申し込み期間 2020年1月24日金曜日 17 : 00 締め切り　※時間厳守

選考結果連絡 参加人数に限りがありますので、応募多数の場合は作品ダイジェストにより事前選考させて

いただきます。 選考結果は、締め切りの一週間後をめどにメールでご連絡します。

提出書類の
扱いについて

個人情報（エントリーシート、作品ダイジェスト）につきましては、本スチューデントゼミ以外の

目的では使用いたしません。ご理解の上ご協力お願い致します。

交通費・宿泊費 各自ご負担ください。

交通手段 受講時は、徒歩または公共交通機関を利用してください。



デザインマネジメント/プランニング/デザイン企画　等
プロダクトデザイン/グラフィックデザイン/環境・空間デザイン/UIデザイン

・将来デザインや企画の仕事に進みたい方

2019年12月23日（月）より受付開始–2020年2月6日（木）18:00 締め切り　※時間厳守

交通費・宿泊費
食費 各自ご負担ください。

保険 ご自身で、学生教育研究災害傷害保険「学研災」と学生教育研究賠償責任保険「学研賠」もしくは
インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険「インターン賠」に加入してください。

受講時は、徒歩または公共交通機関を利用してください。交通手段

Mail: student.semi@gk-kyoto.com URL: https://www.gk-kyoto.com/　
担当︓辻村（つじむら）

受講に
あたっての
お願い

〒602-0898  京都市上京区相国寺東門前町657  Telephone 075-211-2277    株式会社GK京都お問い合わせ

個人情報（エントリーシート、作品ダイジェスト）につきましては、本スチューデントゼミ以外の
目的では使用いたしません。ご理解の上ご協力お願い致します。

参加人数に限りがありますので、応募多数の場合は作品ダイジェストにより事前選考させて
いただきます。 選考結果は、2月15日頃までに、メールで連絡させていただきます。

選考結果連絡

提出書類の
扱いについて

申し込み期間

株式会社GK京都  スチューデントセミナー開催のご案内

GK京都の業務及び、GKデザイングループの業務に興味をお持ちの学生を対象に、
スチューデントセミナー（デザイン講習会）を開催いたします。　

募集要項 内容

対象となる方

課題テーマに基づいたデザインワークを行っていただきます。

2020年3月2日（月）から3月6日（金）までの5日間

株式会社GK京都  京都市上京区相国寺東門前町657

10:00–18:00（12:00–13:00 昼休み）

10名程度　募集人数

講習時間

会場

期間

・2021年3月卒業見込みの方（現在大学3年生、大学院1年生）
・大学でデザインを履修されている方　

募集方法 受講申し込み エントリーシートと作品ダイジェストをメール添付でお送りください。
・エントリーシートはGK京都ホームページ（下記URL）よりダウンロードの上、ご記入ください。

GK京都ホームページ　URL︓https://www.gk-kyoto.com/

・作品ダイジェスト（課題作品の写真やスケッチの画像・説明文等）はA3サイズ 横位置1枚（片面）
　にまとめ、pdfもしくはjpgデータ化したもの。データ容量は最大5MB以下としてください。

・エントリーシートと作品ダイジェストを下記アドレスに送信してください。
・送付メールアドレス︓student.semi@gk-kyoto.com
・送付メールの件名は︓スチューデントゼミ2020     
・エントリーシートの添付ファイル名︓学校名_氏名.xlsx (xls)   ex. ○○○○大学_京都太郎.xlsx (xls) 
・作品ダイジェストの添付ファイル名︓学校名_氏名.pdf   ex. ○○○○大学_京都太郎.pdf　
　または   学校名_氏名.jpg   ex. ○○○○大学_京都太郎.jpg

※メール着信/書類等確認しだい（土・日・祝日を除く2日以内）、受領確認のメールを送信させて
　いただきます。　受領確認のメールが届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※電子メディアによる応募が困難な方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。　

Student Seminar  2020　
株式会社GK京都
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株式会社GKダイナミックス スチューデントセミナー開催のご案内

GKダイナミックスの業務及び、GKデザイングループの業務に興味をお持ちの学生を対象に、スチュー

デントセミナー（デザイン講習会）を開催いたします。　

課題テーマに基づいたデザインワーク
（インダストリアルデザイン系、プロダクトグラフィック系の2コース）

株式会社GKダイナミックス

内容募集要項

エントリーシートと作品ダイジェストをメールに添付し、ご応募ください。

　・エントリーシートは下記URLよりダウンロードの上、書き込んでください。

　　　　　http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

　・作品ダイジェスト（課題作品の写真やスケッチの画像・説明文等）はA3サイズ横位置1枚にまとめ、
pdfもしくは jpgデータ化したもの。データ容量は最大3MB程度としてください。
（A3は横、左側に30mm程度の綴じ代を残し、右上に大学名と氏名を記載してください。また1枚に

まとめる作品の数は問いません）

　・エントリーシートと作品ダイジェストを下記アドレスに送信してください。

　　　　　送付メールアドレス：gk-seminar@gk-design.co.jp

　　　　　・送付メールの件名は：スチューデントゼミ2020      

　　　　　・添付ファイル名： 学校名_氏名 .pdf   または   学校名_氏名 .jpg

※メール着信 /書類等確認しだい（土・日・祝日を除く2日以内）、受領確認のメールを送信させていただきます。

受領確認のメールが届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※電子メディアによる応募が困難な方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。　

受講申し込み

対象となる方 ・2021年3月卒業見込みの方（現在大学3年生、大学院1年生）
・将来デザインや企画の仕事を目指している方（大学でのデザインの履修は、問わない）

受講の条件 ・デザインに対し興味があり、真摯に取り組める方

・基本的なPCスキルを有する方

応募方法

ご自身で、学生教育研究災害傷害保険「学研災」と学生教育研究賠償責任保険「学研賠」もしくはイン

ターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険「インターン賠」に加入してください。　
保険受講に

あたっての
お願い

株式会社GKデザイン機構 〒171-0033  東京都豊島区高田3-30-14  Telephone 03-3983-4131    

 担当：松本 Mail : gk-seminare@gk-design.co.jp

  URL: http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

お問い合わせ

期間 2020年3月3日火曜日から3月6日金曜日までの4日間

会場 株式会社GKデザイン機構　プレゼンテーションルーム

講習 3月3日から3月6日10 : 00–17 : 30（12 : 00–13 : 00 昼休み）
各自ノートパソコンをご持参いただき、実作業による講習となります

申し込み期間 2020年1月31日金曜日 17: 00 締切　※時間厳守

選考結果連絡 参加人数に限りがありますので、応募多数の場合は作品ダイジェストにより事前選考させて

いただきます。 選考結果は、締切後、一週間以内にメールでご連絡します。

提出書類の
扱いについて

個人情報（エントリーシート、作品ダイジェスト）につきましては、本スチューデントセミナー以外の

目的では使用いたしません。ご理解の上ご協力お願い致します。

交通費・宿泊費 各自ご負担ください。

交通手段 受講時は、徒歩または公共交通機関を利用してください。
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株式会社GKデザイン総研広島  スチューデントセミナー開催のご案内

GKデザイン総研広島の業務及び、GKデザイングループの業務に興味をお持ちの学生を対象に、スチュー

デントセミナー（デザイン講習会）を開催いたします。　

課題テーマに基づいたデザインワークショップを行っていただきます。　

株式会社GKデザイン総研広島

内容募集要項

エントリーシートをメールに添付し、ご応募ください。

　・エントリーシートは下記URLよりダウンロードの上、書き込んでください。
　　　　　http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/
　・エントリーシートを下記アドレスに送信してください。

　　　　　送付メールアドレス：dsh@gk-design.co.jp
　　　　　送付メールの件名は：スチューデントゼミ2020      
※メール着信 /書類等確認しだい（土・日・祝日を除く2日以内）、受領確認のメールを送信させ
ていただきます。

※受領確認のメールが届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※電子メディアによる応募が困難な方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

エントリー

対象となる方 ・2021年3月卒業見込みの方（現在大学3年生、大学院1年生）
・大学、大学院でプロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、環境デザイン等を専攻し、
  将来デザインや企画等の仕事を目指している方

受講の条件 ・デザインに対し興味があり、真摯に取り組める方
・基本的なPCスキルを持っている方

応募方法

ご自身で、学生教育研究災害傷害保険「学研災」と学生教育研究賠償責任保険「学研賠」もしくはイン

ターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険「インターン賠」に加入してください。　

保険受講に
あたっての
お願い

株式会社GKデザイン総研広島 〒730-0051  広島市中区大手町4-6-16 山陽ビル3F  Telephone 082-242-7755    

 担当：森本 Mail : dsh＠gk-design.co.jp

  URL: http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

お問い合わせ

期間 2020年3月25日（水）から3月27日（金）までの3日間

会場 株式会社GKデザイン総研広島

講習 3月25日13:15–18: 00、3月26日9: 30–18: 00、3月27日9: 30–17: 00
実作業による講習となります（各自ノートPCを持参して下さい）

募集人数 若干名　

エントリー期間 2020年2月29日土曜日 24:00 まで

ポートフォリオ
の提出

エントリーとあわせてポートフォリオを提出してください。

・郵送の場合：書式は自由、ただし、模型等の立体物は不可。

・E メールの場合：5MB 以下で画像ファイルにまとめてください。（ページ数は自由）

選考結果連絡 参加人数に限りがありますので、応募多数の場合は作品ダイジェストにより事前選考させて
いただきます。 選考結果は、2020年3月6日にEメールにて連絡致します。

提出物の扱いに
ついて

滞在費 1 日目および2 日目の宿泊先は広島市内のホテル等をGKデザイン総研広島にて手配。
（住まいが遠方で通いが困難な方に限ります）

上記宿泊費以外の滞在費は自己負担となります。

交通費 遠方からの参加者には出発地から広島までの往復の交通費（上限￥37,000- 領収書提示分のみ支給）
ただし、公共交通機関を利用のこと（タクシー不可）

期間中のホテルとGK-DSH間の移動費用は自己負担となります。

書類審査後現住所へ返却致します。（Eメールで送付いただいたものは審査後データを消去します。）
提出いただいた個人情報は、本スチューデントセミナー以外での目的では使用いたしません。
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株式会社GK設計  スチューデントセミナー開催のご案内

GK設計の業務及び、GKデザイングループの業務に興味をお持ちの学生を対象に、スチューデントセミ

ナー（デザイン講習会）を開催いたします。　

課題テーマに基づいたデザインワークを行っていただきます。　

株式会社GK設計

内容募集要項

エントリーシートと作品ダイジェストをメールに添付し、ご応募ください。

　・エントリーシートは下記URLよりダウンロードの上、書き込んでください。

　　　　　http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

　・作品ダイジェスト（課題作品の写真やスケッチの画像・説明文等）はA3サイズ横位置1枚にまとめ、
pdfもしくは jpgデータ化したもの。データ容量は最大3MB程度としてください。
（A3は横、左側に30mm程度の綴じ代を残し、右上に大学名と氏名を記載してください）

　・エントリーシートと作品ダイジェストを下記アドレスに送信してください。

　　　　　送付メールアドレス：gk-seminar@gk-design.co.jp

　　　　　・送付メールの件名は：スチューデントゼミ2020      

　　　　　・添付ファイル名： 学校名_氏名 .pdf   または   学校名_氏名 .jpg

※メール着信 /書類等確認しだい（土・日・祝日を除く2日以内）、受領確認のメールを送信させていただきます。

受領確認のメールが届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※電子メディアによる応募が困難な方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。　

受講申し込み

対象となる方 ・2021年3月卒業見込みの方（現在大学3年生、大学院1年生）
・大学、大学院で建築、都市計画、都市環境デザイン、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン等を

  専攻し、将来、建築・都市環境領域のデザインや企画等の仕事を目指している方

受講の条件 ・デザインに対し興味があり、真摯に取り組める方

・基本的なPCスキルを持っている方

応募方法

ご自身で、学生教育研究災害傷害保険「学研災」と学生教育研究賠償責任保険「学研賠」もしくはイン

ターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険「インターン賠」に加入してください。　
保険受講に

あたっての
お願い

株式会社GKデザイン機構 〒171-0033 東京都豊島区高田 3-30-14  Telephone 03-5952-6831    

 担当：松本 Mail : gk-seminar@gk-design.co.jp

  URL: http://www.gk-design.co.jp/topics/2559/

お問い合わせ

期間 2020年4月22日（水）から4月24日（金）までの3日間

会場 株式会社GKデザイン機構 プレゼンテーションルーム

講習 4月22日から4月24日10 : 00–17 : 30（12 : 00–13 : 00 昼休み）
各自ノートパソコンをご持参いただき、実作業による講習となります

募集人数 10名程度　

申し込み期間 2020年3月18日水曜日 17: 00 締切　※時間厳守

選考結果連絡 参加人数に限りがありますので、応募多数の場合は作品ダイジェストにより事前選考させて

いただきます。 選考結果は、締め切りの一週間後をめどにメールでご連絡します。

提出書類の
扱いについて

個人情報（エントリーシート、作品ダイジェスト）につきましては、本スチューデントゼミ以外の

目的では使用いたしません。ご理解の上ご協力お願い致します。

交通費・宿泊費 各自ご負担ください。

交通手段 受講時は、徒歩または公共交通機関を利用してください。




