
Operation, A&A.Vectorworks Supports
Instruction at Schools & Colleges

OASIS

近年、Vectorworksがデザイン教育の現場で覚え易く、判り易い
という特徴が漸く受け入れられ、教育用CADのデファクトスタン
ダードの位置を占めるようになってきております。Vectorworks
国内総販売元であるエーアンドエーは、Vectorworksがデザイン
教育の道具として普及することを目指し、教育機関に対する積極
的な支援のため、2008年度に教育支援プログラム「OASIS（オア
シス）」を発足いたしました。
「デザインの時間をより多く」をモットーに、教育機関向けの
Vectorworks総合窓口として、全国のOASIS加盟校への支援サ
ポート・サービスを提供しております。

A&A.Vectorworks教育支援プログラム

OASIS（オアシス)
Operation, A&A.Vectorworks Supports Instruction at Schools & Colleges

2022年度版OASIS総合カタログ
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教育・研究機関 エーアンドエー株式会社　http://www.aanda.co.jp/

-建築学科での製図やCADのカリキュラムについて教えてください。-
建築学科の設計製図は、１年生の前期から建築設計製図基礎が始まり、２年生後期の建築設
計製図Ⅲまでが必修科目です。３年生からはコースに分かれますので、３年生の建築設計製
図Ⅳ、Ⅴは選択になります。１年生の製図は手描きですが、２年生前期の建築設計製図Ⅱは手
描きに加え、CADを利用した設計手法も20年ほど前から教えています。CADは１年生後期の建
築情報処理Ⅰと建築情報処理Ⅰ演習で初めて操作します。この授業ではCADシステムの基本
概念や情報処理技術全般について学び、その中でVectorworksの基本操作も身につけます。
３年生前期の建築情報処理Ⅱでは、CADやBIMなどの最新事情に加えてシミュレーションソフ
トウエアの先進的な使い方も学びます。

-デザイン教育で建築情報処理I、Ⅱの位置付けは？-
１年生後期の建築情報処理Ⅰは選択授業ですが、２年生前期の建築設計製図Ⅱの履修条件
となっているため、ほぼ全員が履修します。演習では、Vectorworksの他、SketchUpや
AutoCADなど一通りのソフトウエアの基本操作を学びます。３年生前期の建築情報処理Ⅱでは、
建築業務におけるデジタル化やネットワーク化、CADやBIM（Building Information Modeling）
などの基礎を理解して積極的に活用していくことを目指しています。そして、建築物の環境性能
などにも注目してシミュレーションソフトウエアを使った分析や検証に基づいた設計をするこ
とも重要だと考えています。ですから、建物をデザインするにあたって必要になる情報処理を
理解させ、必然性のあるデザインを生み出すための手がかりになる授業と捉えています。

-熱環境シミュレーションツールを授業に取り入れた経緯は？ -
建築情報処理Ⅱでは、建築業務における情報活用からCADとBIMの概念の理解や環境設計の
手法、建設業界のFM（ファシリティマネジメント）まで幅広く教えていますが、基本的には座学で
BIMやシミュレーションの事例を見せながら説明するだけでした。ですから、学生はBIMやシミュ
レーションの有用性を感じ取ることが難しかったと思います。そこで、CADやBIM、シミュレーシ
ョンや環境設計の理解をより深めるために、授業の一部で操作を交えた演習ができないかと考
えたのがきっかけです。そして、今年度からOASISに加盟したこともあって、熱環境シミュレーシ
ョンツールThermoRender Proを活用した取り組みが実現しました。

-演習の目的と具体的な内容は？ -
演習ではThermoRender Proのシミュレーション結果をもとに、空間をデザインすることでBIMや
シミュレーションの有用性をより深く理解させることを目的としています。環境設計の教育手
法として放送大学の梅干野先生が提唱している「Bioclimatic Design（バイオクライマティック
デザイン）のすすめ」の概念を用いて、具体的には東京の代官山に対象とする敷地を指定し、
班ごとに心地の良い複合商業施設の提案をさせました。対象敷地とデザインした建物、周辺
環境について、班ごとに表面温度、MRT（平均放射温度）、HIP（ヒートアイランドポテンシャル）
を計算し建物配置や材料設定を変更しながら最適なデザインを導き出しています。
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熱環境シミュレーションツールを取り入れた

東京工芸大学 工学部 建築学科で活用されるVectorworks

ユーザ事例

神奈川県厚木市の豊かな自然に囲まれた17万平方メートルの広大な敷地の東
京工芸大学 厚木キャンパス。

「建築と情報処理を繋ぐのはBIMだろうと考えていましたが、今回の演習はそこ
にも合致しています」と語る、森谷 靖彦 先生。

最適な空間デザインを導き出すためにThermoRender Proのシミュレーション結
果を見ながら、班ごとに議論する学生たち。

建築情報処理Ⅱでの演習風景。1班10～12名、全9班に分かれてThermoRender 
Proを活用した演習は行われた。

東京工芸大学 工学部 建築学科は、高度な専門性と多様な社会的要求に
応えられる人材を養成することを目標として、１、２年次で建築の基礎を
学び、３年次からは「建築デザイン」「構造デザイン」「環境デザイン」の
３つのコースに分かれて専門性を深めるカリキュラムとなっています。
今回、建築学科３年生の「建築情報処理Ⅱ」の授業に、Vectorworks上
で動作可能な熱環境シミュレーションツールThermoRender Pro（サー
モレンダー Pro）を活用した演習を取り入れた非常勤講師の森谷 靖彦
（もりや やすひこ）先生にお話をうかがいました。

「建築情報処理Ⅱ」の試みとは

教育・研究機関 エーアンドエー株式会社　http://www.aanda.co.jp/

-建築学科の特徴を教えてください。-
生田 建築は技術的なことから芸術的な分野まで幅広い領域の基礎知識の修得が必要になり
ます。そういう意味ではさまざまな分野の教員が在籍しているため幅広い領域をまんべんなく
学べることが特徴です。また、学校全体で取り組んでいる「MS-26」では、アクティブ・ラーニング
を通して学んでいくことを推進しています。建築学科でも学内だけでなく外部の方と関わりなが
ら、産学連携のようなかたちで研究を進めたり、地域に出て活動していく機会が多くなっていま
す。今回、学生が「Enjoy Learning プロジェクト」に応募した「モバイル屋台を用いた中川運河活
性化プロジェクト」もそうですが、地域や自治体などの方と一緒に何か制作したり活動すること
が活発になっていることも特徴のひとつです。

-建築学科の製図とCADはどのようなカリキュラムになっていますか？-
生田 2年生で「CADデザイン」、3年生で「設計総合演習」という授業があり、CADは
Vectorworksなどを教えますが、この授業ではIllustratorなどの画像処理ソフトも含めて基礎を
教えています。2年生の段階で設計製図は手描きですが、3年生になると、設計製図の提出図面
はほぼ全員がCADや画像処理ソフトを活用し、8割の学生がVectorworksを使用しています。さ
らに、3年生の後期になると、研究室で先輩などから教えてもらう機会も増えて、計画系を専攻す
る学生の多くは3Dも使いこなせるようになっています。

-「Enjoy Learning プロジェクト」への応募の経緯は？ -
生田　中川運河でのアートイベントで、前回、生田研究室として作品を出したつながりで今回
は参加を打診されました。ただ、研究室ではプロジェクトが多かったので、参加の判断はすべて
学生に委ねました。その結果、学生たちが「Enjoy Learning プロジェクト」に応募し、採用された
という経緯です。「Enjoy Learning プロジェクト」は、学生の課外における自主的な活動に大学が
助成金を配布する制度で、研究室としての活動ではないんです。

荻子　仮設的な建物を以前からつくってみたいと思っていましたし、参加を希望する学生も多
数集まりましたが、予算がなかったので「Enjoy Learning プロジェクト」に応募しました。

-「モバイル屋台を用いた中川運河活性化プロジェクト」の内容は？ -
荻子　プロジェクトは、8月からスタートして中川運河で10月末に開催予定のアートイベントに
て、コーヒー屋台をつくって出店することまでは決定していました。デザインにあたっては、運河
沿いに残る倉庫の切り妻屋根をモチーフとして、運河のゆったりとした流れが風や光で表情を
変える水面の様子を表現したいと考えました。そこで、パイプのフレームと布を使って屋台とい
う仮設的なものを環境に溶け込ませながら、自然の表情を再現することに挑戦しました。

澤井 プロジェクトには約25名の学生が参加しています。最終的なデザインが決定するまで数
人の班に分かれて検討し、週に一回集まって検討案をさらに練っていくという作業を繰り返しま
した。屋台でコーヒーを販売する場所は一カ所ですが、塔状の屋台を数カ所に配置することで、
できあがる領域をひとつの空間と捉えてどのような空間をつくるかを考えています。
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課外プロジェクトで
実践的なデザイン力を身につける
名城大学 理工学部 建築学科で活用されるVectorworks

ユーザ事例

90年を超える歴史を持ち、中部圏でも随一の規模を誇る名城大学。愛知県天白
区塩釜口に位置する天白キャンパス。

「エスキースの段階から３Dで検討する学生も多くなってきています」と語る、
生田 京子先生。

金属加工のためにVectorworksで作成したジョイント詳細図。

2017年度「Enjoy Learningプロジェクト」、「モバイル屋台を用いた中川運河活性化
プロジェクト」で提案を決める議論の様子（左）と模型による配置方法の検討（右）。

名城大学では、開学100周年にあたる2026年を目標年として長期戦略
プラン「MS-26（Meijo Strategy-2026）」を2015年度からスタートし、「多
様な経験を通して、学生が大きく羽ばたく『学びのコミュニティ』を創り
広げる」というビジョンを掲げています。今回、学びのコミュニティ創出
支援事業である 「Enjoy Learning プロジェクト」 で採用された、 「モバ
イル屋台を用いた中川運河活性化プロジェクト」のアドバイザーとし
て推薦した建築学科 准教授の生田 京子（いくた きょうこ）先生とプロ
ジェクトに参加した大学院修士1年生の荻子 翔太（おぎす しょうた）さ
ん、川久保 樹（かわくぼ たつき）さん、澤井 大（さわい だい）さんにお
話をうかがいました。

教育・研究機関 エーアンドエー株式会社　http://www.aanda.co.jp/

ー VR機能を活用した合同制作作品 ー

～ 2コマ（50分×2）で実施したVectorworks VR 特別授業 ～

-VectorworksのVR機能紹介-
最初に、VR(バーチャルリアリティ)の説明と、建築を取り巻く業界におけるVRの活用について紹
介しました。そして、Vectorworksの3Dで制作したモデル空間内を、スマートデバイスを利用し
て自由に動きまわる体験ができるVR機能「Webビュー（３D）取り出し」を紹介しました。また、
３Dで制作したリアルなレンダリングを、スマートデバイスやVRゴーグルなどを通して360度見
渡せる「パノラマレンダリング」機能についても紹介しました。

-Webビュー（3D）取り出し体験-
次に、あらかじめ準備したデータを使って「Webビュー（3D）取り出し」の体験をしました。デー
タを開いた後、ファイルメニューから取り出すを選び「Webビュー（3D）取り出し」を選択しま
す。その後、「共有リンク」ダイアログボックスに表示された二次元コードをインターネットに接
続されたスマートデバイスで読み取ることで、 取り出したデータが確認できます。

-パノラマレンダリング操作手順解説 -
レンダリングに時間を要するパノラマレンダリングは操作手順を解説しました。手順は、パノ
ラマ画像を取り出したいファイルを開き、ファイルメニューの取り出すから「パノラマ（3D）取
り出し」を選択します。「パノラマ取り出しオプション」ダイアログボックスが開くので、レンダリ
ングの種類、解像度、レンダリング処理、保存場所の設定をして取り出すをクリックし、名前を
設定して保存します。そうすると、設定した保存場所にファイルが３つ作成されるので、その中
のindex.htmlファイルをインターネットに接続されている状態で開くと、取り出したパノラマ
画像が表示されます。

-制作したデータのWebビュー取り出しとVRの操作体験 -
最後に、卒業制作展のプレゼンテーションに備えて、学生が制作した3Dデータで「Webビュー
(3D)取り出し」をしたVR空間内で歩行や停止、速度調整などの操作を体験しました。パノラマ
レンダリングについては、サンプルデータで見え方を体感してもらい、特別授業を終えました。

～ 特別授業にも参加いただいた非常勤講師のお二人より学生のみなさんへ ～

-土村 中（つちむら あたる）先生より-
社会に出てVectorworks以外のCADでも困らないように、図面を描くための知識をしっかり身につ
ける授業内容なので、学生は大変だったと思います。VRもレンダリングに一番時間がかかります
が、実際にやってみると思い通りにいかない部分はたくさんあります。その辺の時間の配分が学
生にとっては難しかったのだろうと思いますが、良くやってくれたというのが第一です。授業時間
も少ない中で、3Dのモデリングからレンダリングまで良く身につけてくれたという印象です。

-宮野 利行（みやの としゆき）先生より-
これから社会に出るための道具の使い方は教えましたし、学生は本当に良くやってくれたと思いま
す。卒業制作ではデータを作り込むことは覚えたけれどレンダリングが終わらない、という最後の
落とし穴に落ちたような感じもありました。とはいえ、VRまで身につけた社員は会社にとって宝で
すし、それを認めてもらう努力も必要だと思います。社会に出てVectorworks以外のCADを使うこと
になった時、一回壁に当たると思いますが、めげることなくこれからも自分を磨いて欲しいです。
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デザインした空間をリアルに魅せる
VRを用いたプレゼンテーション
盛岡情報ビジネス専門学校 デザイン科で活用されるVectorworks

ユーザ事例

2016年に開校30周年を迎えた、岩手県盛岡市に位置する盛岡情報ビジネス専
門学校。

建築インテリアコースの斎藤 公美先生（左）と卒業制作の指導にあたった非常勤
講師の土村 中先生（中央）と宮野 利行先生（右）。

Japanese garden hotel : 室岡 郁哉さん、佐々木 結衣さん、マイ ツン ザンさん。
［概要］外国人観光客をターゲットとし、十字路の廊下から日本庭園を眺める
ことができる、一風変わった旅館を制作した。

卒業制作展に向けて12月に行われた、Vectorworks VR 特別授業の様子。

盛岡情報ビジネス専門学校 デザイン科 建築インテリアコースでは、
２年間で建築分野とインテリア分野、両方の知識をトータルで身につ
けられます。２年生が集大成として取り組んだ卒業制作の合同制作で
は、各グループごとにデザインしたオリジナルの空間をVectorworks
のVR（バーチャルリアリティ）機能を使ってプレゼンテーションすること
にも挑戦しています。今回、卒業制作展に向けて行ったVectorworks 
VR 特別授業の内容紹介とともに、卒業制作展での取り組みや建築イ
ンテリアコースの特徴について、担当の斎藤 公美（さいとう くみ）先生
にお話をうかがいました。

・オリジナル講習教則本の提供
・研修・セミナーの実施

・授業環境の構築
・最新情報の入手

・全国規模のネットワークOASIS加盟校

・Vectorworks教育シンポジウムの開催

・教育現場で求められるツール「Vectorworks」

「デザイン」の時間をより多く

学生が

参加する

先生が

教える

学校が

整える
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紙と鉛筆

OASIS

CAD Vectorworks

......過去 現在

過去、図面を描く道具は「紙」と「鉛筆」でした。ツールの使い方を学ぶ時間は少なく、デザインそのものを学
ぶことに多くの時間を割いていました。現在、CADの導入によってツールの使い方を覚える時間が多くなり、
デザインそのものを学ぶ時間が少なくなっています。

OASIS は、道具の習得を効率的にサポートし、次代を担うデザイナーの育成を支援しています。OASIS にご加
盟いただくことにより、さまざまな支援サービス・サポートを提供。ツールの使い方を覚える時間を少なく
し、デザインの時間がより多くなるようにOASIS のロゴマークにはその想いが込められています。

OASIS 加盟校は大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、キャリアアップス
クールなど Vectorworks による 2D、3D の授業を、実施する教育機関です。
学科・コースも多岐にわたり、全国の教育現場で Vectorworks を活用した
取リ組みが行われています。活用事例として各校の活動をご紹介しており
ます。 

盛岡情報ビジネス専門学校デザイン科建築インテリア
コース （現：盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校）
「デザインした空間をリアルに魅せるVRを用いたプレゼンテ
ーション」
卒業制作展に向けて実施された3DモデルとVR機能を活

用した Vectorworks特別授業の取り組みを取材させていただきました。各グループ
でデザインしたオリジナル空間を、VectorworksのVR 機能を使ってプレゼンテーシ
ョンすることにも挑戦されています。

hhoooolls && CCooll

【OASIS Web サイト】  https://www.aanda.co.jp/OASIS/ ・「Vectorworks操作技能ベーシック認定試験」 
受験料無料
・学生用特別製品
 「Vectorworks学生単年度版」の提供
・作品募集

OASISとは

Vectorworks の活用事例

【OASIS 加盟校事例Web サイト】  https://www.aanda.co.jp/OASIS/casestudy.html
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VectorScriptはVectorworks, Inc.の商標です。Vision SoftwareとConnectCADはVectorworks, Inc.の製品
です。すべての権利はVectorworks, Inc.が保有しています。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または
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※Windows:32bit OSには対応しておりません。
※本製品にはインストールメディアは同梱されておりません。
Vectorworks 学生単年度版 2022年のプログラムはダウンロードにて入手いただきます。

※本製品は「テクニカルサポート」「バージョンアップサービス」を受けることができません。
インストール後Vectorworks 学生単年度版が起動しない場合など、初期導入時のトラブルに限り、
サポートを受けることができます。以下のWebサイトからお問い合わせください。
https://www.aanda.co.jp/Support/mailform-vwt.html 

• Vectorworks 学生単年度版は1ライセンスで1台のパソコンのみインストールできます。
• インストール、アクティベーションのためのインターネット接続環境（必須）
   ※クロスプラットフォームライセンスです。Windows、Macのどちらかでご使用いただけます。
   ※ご使用にあたり製品のユーザー登録が必須です。

学生単年度版
2022年 春版

お使いのパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。条件を満たしていない場合、
Vectorworksが正常に起動しない場合があります。Vectorworksを快適にご使用いただくために条件を
満たしたパソコンでご使用になることを強くお薦めいたします。

■Vectorworks 学生単年度版 for OASIS 動作環境
最新の情報は、Webサイトでご確認ください。 https://www.aanda.co.jp/products/tannendo/oasis_price.html

Vectorworks学生単年度版
2022年 春版 for OASIS
Vectorworks Design Suite
標準価格 : 11,000円（税込）

forOASIS
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Vectorworks教育シンポジウム

Vectorworksネットワーク版イメージ

OASIS 加盟校への支援サービス・サポート
エーアンドエー株式会社は、OASIS 加盟校に対し、次に掲げる支援サービス・サポートを提供します。

● OASIS加盟校向け講習教則本をご提供
エーアンドエー株式会社制作の講習教則本（「はじめてのVectorworks」、「Vectorworks３Dのスター
ト」、「BIM 演習 -Vectorworks Architect-」をご用意しております。講習教則本をそのまま授業で使用
される場合や教材作成の資料としてご活用される際は、必要冊数を有償で提供いたします。

● OASIS加盟校間の情報交換会を開催
Vectorworks 教育シンポジウムを、情報交換や人脈の構築など、発展的な CADを利用したデザイン
教育を目指すみなさまの交流の場として開催いたします。

● 研修・セミナーの実施
ご要望に応じて、Vectorworks の研修・セミナーを実施いたします。

＜ 加盟校＞

＜ 教員の皆様 ＞

Vectorworks 操作技能ベーシック認定試験

Vectorworks 学生単年度版

● 予習・復習用として「Vectorworks学生単年度版」をOASIS価格でご提供
CAD の習熟には、学校で学ぶことと合わせて予習・復習、さらには設計課題等が常に行える環境が
望まれます。これらの用途を支援する特別製品の「Vectorworks 学生単年度版」を OASIS 価格でご
提供いたします。また、OASIS 加盟校の教員の場合は、教材の作成や確認などの利用目的に限り、
「Vectorworks 学生単年度版」を購入いただけます。

● 作品募集
Vectorworks を使った OASIS 加盟校に通う学生のみなさんの作品を作品集(冊子)にして配布します。 
また年度ごとのテーマに沿った研究・調査に奨学金を給付し、研究成果発表の場を提供いたします。
※ 2011 年より OAISIS 事務局主催で行ってきました「研究・調査支援奨学金制度」は 2020 年をもっ
て募集を終了し、 今後は形を変えて、Vectorworks,inc.( 米国 : 開発元 )主催の Vectorworks デザイン
スカラシップに日本からも参加することとなりました。 

● 「Vectorworks操作技能ベーシック認定試験」の受験料無料
「Vecctorworks 操作技能ベーシック認定試験」は、Vectorworks が持つ 2D、3D、データベース等の基
本機能と、Renderworks の基本操作技能を習得していることを認定する試験です。OASIS 加盟校の在
学生、教員のみなさんは、受験料が無料です。CBT形式（インターネットに接続した環境でコンピュータ
ーを利用した試験）のため、時間や場所を問わず受験できます。

● 「Vectorworksネットワーク版」および「教育機関向けシミュレーション 製品」を  
　OASIS価格でご提供

Vectorworks ネットワーク版は教室での利用に最適なサーバー／クライアント方式のプログラムです。
稼働台数を一括管理でき、ライセンス購入は同時稼働本数のみで、使用する可能性のあるすべての
パソコンにインストール可能です。
OSを問わないハイブリッド対応プログラムで、ライセンス追加や管理・保守が手軽に行えます。
Vectorworks 最上位製品 Design Suite を OASIS 価格で提供いたします。
その他、教育機関向けシミュレーション製品として、Vectorworksプラグイン製品の一部を優待価格
にてご提供しております。

● OASISコミュニティポータルでの限定情報のご提供
Vectorworks をはじめとするソフトウエア関連の情報や教材公開、作品募集のご案内などOASIS 加
盟校向けの情報を提供いたします。

● OASIS加盟校専用の情報メール配信
最新情報など、さまざまなニュースを配信いたします。

＜ 学生の皆様 ＞

講習教則本

OASISコミュニティポータル
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Operation, A&A.Vectorworks Supports
Instruction at Schools & Colleges

OASIS

OASIS 加盟校 学生作品集
【 2021 年度版 】

  これまでの応募作品をWebサイトでもご覧いただけます。
【学生作品 Web サイト】 https://www.aanda.co.jp/OASIS/gallery/

OASIS 加盟校を中心とした教育関係のみなさまが交流できる場として「Vectorworks 教育シンポジウム」を開催いたします。

- 　2009 年   ------- 「デザイン教育における CAD活用の現状とこれから」
特別基調講演１：株式会社日建設計　山梨知彦 氏
特別基調講演２：豊橋技術科学大学　松島史朗 氏

- 　2010 年　 ------- 「デジタル環境の変化がデザイン教育にもたらすものとは」
基調講演：慶應義塾大学　池田靖史 氏
特別講演：株式会社竹中工務店　竹市尚広 氏

- 　2011 年　 ------- 「これからの建築、そして CADデザイン教育とは」
基調講演：建築家　伊東豊雄 氏

- 　2012 年　 ------- 「明日への襷」
特別講演：株式会社日建設計　羽鳥達也 氏

- 　2013 年　 ------- 「デザインイノベーション」
特別講演：サポーズデザインオフィス　谷尻誠 氏

- 　2014 年　 ------- 「デジタルの力（ちから）」
特別講演：放送大学　梅干野晁 氏
特別講演：マウントフジアーキテクツスタジオ　原田真宏 氏

- 　2015 年　 ------- 「デジタルデザインのすすめ」
特別講演：株式会社 SUEP.　末光弘和 氏
特別講演：ナカムラデザイン事務所　中村隆秋 氏

- 　2016 年　 ------- 「デザインシミュレーション」
特別講演：株式会社オンデザインパートナーズ　西田司 氏
特別講演：株式会社シナト　大野力 氏

- 　2017 年　------- 「デザインとの邂逅（かいこう）～めぐりあい～」
特別講演：tomito architecture　冨永美保 氏・伊藤孝仁 氏
特別講演： 株式会社モーメント　平綿久晃 氏・渡部智宏 氏

- 　2018 年　 ------- 「CADと教育」
特別講演：株式会社 青木淳建築設計事務所　青木淳 氏
特別講演：学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校　山野大星 氏

- 　2019 年　 ------- 「めざめ～共に築く未来」
特別講演：畝森泰行建築設計事務所　畝森泰行 氏
特別講演：株式会社バウハウス丸栄　三浦広基 氏・笠原弘基 氏

- 　2020 年　 ------- 「想造～想いをカタチに」Web版

- 　2021 年　 ------- （テーマなし） Web 版

会場の雰囲気や講演の様子が感じられるレポートをWebサイトでご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
【教育シンポジウムWebサイト】https://www.aanda.co.jp/OASIS/sympo/

学校間交流、情報共有を図るVectorworks 教育シンポジウム

OASIS 加盟校 学生作品のご紹介  OASIS 加盟校で学ぶ学生の作品を作品集として配布。

2019年 Vectorworks教育シンポジウムの様子
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全国に広がるOASIS加盟校

■北海道・東北エリア
◇北海道
・札幌市立大学
・専門学校札幌デザイナー学院
・北海学園大学
・北海道芸術デザイン専門学校
・北海道職業能力開発大学校
◇青森県
・八戸工業大学
◇岩手県
・盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校
◇宮城県
・仙台スクールオブミュージック＆
ダンス専門学校
・東北学院大学
・東北電子専門学校
・宮城大学
・宮城県工業高等学校
◇秋田県
・秋田県立大学
・秋田工業高等専門学校
・秋田公立美術大学
◇山形県
・東北芸術工科大学
・山形デザイン専門学校

■関東エリア
◇茨城県
・筑波大学
・筑波研究学園専門学校
◇栃木県
・足利デザイン・ビューティ専門学校
・宇都宮メディア・アーツ専門学校
・小山工業高等専門学校
◇群馬県
・前橋工科大学
◇埼玉県
・日本工業大学
◇千葉県
・千葉大学
・日本大学（理工学部）
◇神奈川県
・神奈川県立産業技術短期大学校
・相模女子大学
・昭和音楽大学
・女子美術大学 
・東海大学（教養学部・工学部）
・東京工芸大学

■東京エリア
◇東京都
・専門学校ICSカレッジオブアーツ
・青山製図専門学校
・専門学校ESPエンタテインメント東京
・お茶の水女子大学 
・共立女子大学
・専門学校桑沢デザイン研究所
・工学院大学
・駒沢女子大学
・実践女子大学
・芝浦工業大学
・昭和女子大学 
・職業能力開発総合大学校 小平
 キャンパス
・女子美術大学 短期大学部
・スペースデザインカレッジ
・多摩美術大学
・専門学校中央工学校
・東京家政大学

・東京家政学院大学
・東京藝術大学・東京工学院専門学校
・東京工業大学
・東京コミュニケーションアート
専門学校
・東京スクールオブミュージック＆
ダンス専門学校
・東京造形大学
・学校法人Adachi学園　東京デザイ
ナー学院
・東京デザイン専門学校
・東京デザインプレックス研究所
・東京都市大学
・東京都立大学
・東京モード学園
・東放学園専門学校
・東洋大学
・日本大学（藝術学部）
・日本工学院専門学校
・日本工学院八王子専門学校
・日本女子大学
・専門学校日本デザイナー学院
・バンタンデザイン研究所 東京校
・文化学園大学
・町田ひろ子アカデミー 東京校
・武蔵野美術大学
・明星大学 
・山脇美術専門学校
・読売理工医療福祉専門学校

■中部エリア
◇新潟県
・新潟工科大学
◇富山県
・富山大学
◇石川県
・金沢情報ITクリエイター専門学校
・金沢美術工芸大学
◇福井県
・福井工業大学
◇岐阜県
・岐阜県立国際園芸アカデミー
・岐阜女子大学 
◇愛知県
・愛知工業大学
・愛知淑徳大学
・大同大学
・東海工業専門学校 金山校
・豊田工業高等専門学校
・豊橋技術科学大学
・トライデントデザイン専門学校
・名古屋学芸大学
・名古屋芸術大学
・名古屋市立大学
・名古屋造形大学
・名古屋モード学園
・名城大学

■近畿エリア
◇滋賀県
・滋賀県立大学
・成安造形大学
◇京都府
・京都芸術大学
・京都芸術デザイン専門学校
・京都建築大学校
・京都女子大学 
・京都市立京都工学院高等学校
・京都精華大学
・京都橘大学
・スペースデザインカレッジ京都校

◇大阪府
・大阪芸術大学
・大阪総合デザイン専門学校
・大阪デザイナー専門学校
・大阪モード学園
・スペースデザインカレッジ大阪校
・摂南大学
・創造社デザイン専門学校
・中央工学校OSAKA 
◇兵庫県
・明石工業高等専門学校
・大阪芸術大学 短期大学部 
・神戸芸術工科大学 
・神戸松蔭女子学院大学
・兵庫県立兵庫工業高等学校
・武庫川女子大学
◇奈良県
・

■中国・四国エリア
◇鳥取県
・米子工業高等専門学校
◇島根県
・島根大学
◇岡山県
・岡山理科大学 
◇広島県
・呉工業高等専門学校
・広島県立福山工業高等学校
・広島女学院大学
・福山大学
・福山市立大学
・安田女子大学
◇香川県
・穴吹デザインカレッジ
◇高知県
・国際デザイン・ビューティカレッジ

■九州・沖縄エリア
◇福岡県
・専門学校ESPエンタテインメント福岡
・北九州市立大学
・九州産業大学
・九州産業大学 造形短期大学部
・九州女子大学
・専門学校九州デザイナー学院
・福岡大学
・福岡スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

◇佐賀県
・佐賀大学
◇熊本県
・熊本県立大学
・熊本デザイン専門学校
◇大分県
・大分県立芸術文化短期大学
・日本文理大学
◇宮崎県
・都城工業高等専門学校
◇鹿児島県
・鹿児島大学
◇沖縄県
・専修学校インターナショナルデザイン
  アカデミー
・沖縄県立芸術大学
・沖縄職業能力開発大学校

（149校 / 160学科・コース 2022年1月 現在）

【OASIS 加盟校一覧 Web サイト】 https://www.aanda.co.jp/OASIS/list/index.html 
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8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

秋加盟

春加盟

[ 加盟有効期間 : 9月1日~ 翌年8月31日 ]

[ 加盟有効期間 : 4月1日~ 翌年3月31日 ]

OASISに関するお問い合わせ：

エーアンドエー株式会社 OASIS事務局
〒108-0075 東京都港区港南2-13-29 キヤノン港南ビル7階
Tel ： 03-6719-7457　Fax ： 03-6719-7213
email ： oasis@aanda.co.jp
https://www.aanda.co.jp/OASIS/

A&A Co., Ltd. and its licensors.All rights reserved.Printed in Japan. 220216 HF/TN記載内容は2022年2月現在のものです。支援サービス・サポート等の内容は予告なく変更することがあります。

よくあるご質問
Q. 現在、Vectorworks を所有していませんが、入会と同時にOASIS 価格で
Vectorworksの購入はできるのでしょうか？

A. 可能です。詳しくは直接OASIS事務局までお問い合わせください。

Q. 年会費を複数年分一括で支払うことは可能ですか？
A. 年度ごとのお支払いをお願いしています。

Q. Vectorworksスタンドアロン版のOASIS向け製品はありますか？
A. ございません。OASIS価格でのご提供はネットワーク版のみとなります。

Q. 法人証明は学校案内または法人登記簿謄本と記載されていますが、ど
ちらかの提出でよいのでしょうか？

A. 経営母体の法人が学校案内で確認できる場合は学校案内の提出で構い
ませんが、確認できない場合は法人登記簿謄本（現在事項一部証明書（抄
本）の内容で十分）のご提出をお願いします。

Q. Vectorworks操作技能ベーシック認定試験の受験方法を教えてください。
A. CBT 形式（インターネットに接続した環境でコンピューターを利用し
た試験）での実施となりますので、いつでも受験が可能です。また、複
数人で一括のお申し込みもできますので、学科単位での一斉試験にもご
利用いただけます。合格者には技能を証明する認定証が発行されます。

Q. 退会する場合はどのようにしたらいいですか？
A. OASIS 事務局までお問い合わせください。
なお、退会となった場合、同時に OASIS 加盟特典・各種サービスも同
時に失効となります。また、退会後に再加盟される場合は、改めて入
会手続き、審査が必要となりますのでご注意ください。

● 入会基準 （改定2022年1月）
OASISの入会の基準は以下各項の通りです。
1.Vectorworksのユーザーで当該学科等にて利用されていること
2.Vectorworksでの2D製図＋3Dモデリングを含む授業が継続的に行なわれていること
3.発効されたシラバス（授業計画）または、担当教員の授業概要説明書が提出可能なこと
4.法人格であること
5.特定できる窓口担当者の設置。規約に関わる学科、コース、講座ならびにエーアンドエー株式会社とOASIS加盟校間の支援／協力に
関する窓口が継続的に明確でかつOASIS事務局とコミュニケーションがとれる担当者を特定して指名可能なこと

● 加盟の有効期間
OASISの加盟有効期間は1年間です。4月1日から翌年3月31
日までの「春加盟」、または、9月1日から翌年8月31日までの
「秋加盟」のいずれかの期間よりお選びいただけます。加盟
有効期間終了後も継続してOASISサービス・サポートを受け
るためには、次年度の加盟更新手続きが必要です。

● 加盟登録料と年会費
加盟登録料は無料／年会費は11,000円（税込）です。次年度も継続して加盟いただく場合は、加盟更新申込後に年会費をお支払いただ
きます。 ※会員有効期間の途中で入会の場合、年会費の月割りはできません。なお、会員有効期間の後半(春加盟では10月1日以降、秋
加盟では3月1日以降)で入会し、次年度も継続加盟していただく場合に限り、入会年度の年会費を5,500円（税込）とし、次年度の年会費
と合わせて16,500円（税込）をお支払いただきます。ただし、高等学校以下の年会費は無料です。

● 入会申込について
入会申込は随時行っております。入会申込には以下が必要となります。
１. OASIS入会申込書の提出
２. 入会の基準を満たすことを証するシラバス（授業計画書）または、授業概要説明書の提出
３. 法人格であることを証明できる資料の提出
４. その他入会基準に照らして必要な事項でエーアンドエー株式会社が求めるものの提示
入会手続完了後に「OASIS加盟校之証」を発行します。同時に、OASIS 加盟校一覧 Webサイトへの掲載をはじめ、各種製品のOASIS価
格による提供、教材の頒布等、さまざまなサポート・サービスが開始されます。

※ ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にOASIS事務局まで、ご相談ください。

OASIS入会について
https://www.aanda.co.jp/OASIS/join.html
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