
開講区分

学科・専攻 曜日/時限 火1.2限目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

ゲームデザイン
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 瀧　玲子

授業
形態

（顔の描き方＜角度＞②）頭部のみいろいろな角度で描いていきます。輪郭、頭部の見え方、目や鼻、耳まで角度が違えば描き方も変わってくることが理
解できます。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

少女漫画家としてデビュー。大阪校で講師として13年勤めた後、名古屋校へ転勤、現在に至る。
現在は歴史系学習漫画、企業向けマンガ、似顔絵等手がける。

　【授業の学習内容】　

ゲーム業界への就職に必要な要素は魅力的なキャラクターと、それを3Ⅾで作ることができるテクニックです。
魅力的なキャラクターを描くため、基礎的なマンガ絵としてのデッサン向上をしつつ、3Ⅾ化するために2Ⅾであらゆる角度から見たキャラクターが
描けるようになります。自分のキャラクターへの思いを形にすることが大事なので、そのキャラの個性をとにかく考えて描いてもらいます。
頭の中で考えるだけでなく、キャラの服装や靴、装備など実際にあるものを調べ、そこから自分の好きな形にアレンジしていく方法を学びます。

　【到達目標】　

●自分の頭の中にあるキャラクターや今まで描いたことのないキャラクターを思ったように形にすることができるようになる。
さらに、そのキャラクターの全身をあらゆる角度から、いろんなポーズで描けるようになる。
●後期に作る3Ⅾキャラの2Ⅾでの設計図が完成する。

授業計画・内容

（オリエンテーション）今後の授業のやり方の説明、なぜこの授業が必要なのか（顔の描き方①）事前に正面、斜め、横顔を描いてきてもらったものを、黄
金比を元に一人ずつ修正し、描き直してもらいます。これにより、魅力的なキャラクターというものがどういうものか理解できます。

（顔の描き方＜角度＞①）頭部のみいろいろな角度で描いていきます。輪郭、頭部の見え方、目や鼻、耳まで角度が違えば描き方も変わってくることが理
解できます。

3Ⅾキャラを作るための設計図の完成

（顔の描き方＜角度＞③）頭部のみいろいろな角度で描いていきます。輪郭、頭部の見え方、目や鼻、耳まで角度が違えば描き方も変わってくることが理
解できます。宿題・・次週はキャラに髪の毛を付けるので、自分の描きたい髪型の資料を用意する。いろんな角度が望ましい。

（髪の毛の描き方）先週までに描いたキャラに髪の毛を付けます。かつらを被せるような感覚で描いていってもらいます。
角度が違った時にどういった髪の流れになるのかを理解します。

（手足、小物、靴）資料を元に、手足、靴などパーツを描きます。手足がうまく描けると表現の幅が広がりますので非常に重要です。

（全身＜女＞①）黄金比を使い、バランスの取れた女性キャラの立ちポーズを描きます。この時、骨格や筋肉のテキストを使い、人体の基礎を学びます

（全身＜女＞②）先週描いたキャラの進化版。正中線や重心、関節の動きなどの説明をし、かっこいい立ちポーズを学びます。

（全身＜男＞①）黄金比を使い、バランスの取れた男性キャラの立ちポーズを描きます。この時、骨格や筋肉のテキストを使い、人体の基礎を学びます

（全身＜男＞②）先週描いたキャラの進化版。正中線や重心、関節の動きなどの説明をし、かっこいい立ちポーズを学びます。
次週から3Ⅾキャラを作るための授業になりますので、男女どちらのキャラで作っていくか決めておきます。"						

（全身＜設計図を作る＞①）３Ｄキャラ用のデフォルメキャラを作るためにデフォルメの頭身を学びます。

（全身＜設計図を作る＞②）前回まで描いてもらった男女のキャラからどちらかを選び、まずは裸でキャラのポーズを作ります。

（全身＜服を着せる＞①）前回描いてもらった男女のキャラクターのどちらかを選び、宿題で用意してもらった資料を元に服を着せ靴を履かせます。
服の構造やしわのでき方、服装を調べるということの大事さをを学びます。一人ずつ細かいチェックをしていきます。

（全身＜服を着せる＞②）前回描いてもらった男女のキャラクターのどちらかを選び、宿題で用意してもらった資料を元に服を着せ靴を履かせます。
服の構造やしわのでき方、服装を調べるということの大事さをを学びます。一人ずつ細かいチェックをしていきます。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。
なお、本授業においての技術評価は、以下の割合にておこなう。
◎課題提出100％

　【使用教科書・教材・参考書】　
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Game Design 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 金曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

ゲームデザイン
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 磯部　香里

授業
形態

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター / グラフィックデザイナー

デザイン事務所を経てフリーで活動開始。WEBや書籍・雑誌で使用されるイラストを始めプロダクトなども手掛けている。他、国内外でも個展・展覧会
に多数出展。日本グラフィックデザイン協会(JAGDA) 会員

　【授業の学習内容】　

今まで制作した一枚イラストを軸とし、どのような見せ方が出来るかを考え創造力を働かせて取り組んでいく。
※Wメジャーで授業を希望する学生さんもシラバス通り企業プロジェクトへ参加して頂きます。それを踏まえた上で受講をご検討ください。

　【到達目標】　

描き方の指定を加えた上でイラスト制作を通じ、基礎力の向上と応用力を身につける。

授業計画・内容

評価

(オリエンテーション①) 企業プロジェクトの概要と授業の方向性を共有する。
※初回授業時持ち物。外付けHDD又はUSB。筆記用具。

(企業プロジェクト)１回目のオリエンテーションで聞いた内容を元に、資料を集めイメージのすり合わせを行う。

(企業プロジェクト)  集めた資料からラフを描き、色・デザイン・ポーズを中心にパターンを出してアイディアの可視化を行う。

(企業プロジェクト) 可視化したデザインを元にイメージに沿った線・着彩を行い、全体のバランスを整える。

(企業プロジェクト)  中間チェック前の最終確認。色・デザイン・ポーズを中心にキャラクターの魅せ方が企業の要望と差異がないかをチェックを行う。

(まとめ) 描いた既存作品を再度見直し、色・画風の統一性を中心にブラッシュアップを行い、ポートフォリオ作品のクオリティを上げる事が出来るようにな
る。

(実習①) 既存作品を用いて100年後をイメージした差分制作。時間という経過をどう自身の絵へ反映するか、アイディア出しの幅を広げる。

(実習②) 既存作品を用いた作品のトリミング技法を学び、構図にパターンを出せるようになる。

(実習②) トリミングした作品を元に配色にしばりをかけて絵の見栄えのパターンを制作。トリミングと配色によってどう絵を魅せるか、新しい視点を持てる
ようになる。

(実習③) 言葉から連想した構図を制作。言葉のイメージから画風に沿ったラフが出来るようになる。

(実習③) 言葉から連想した構図を制作。言葉のイメージから画風に沿ったイメージカラーが塗れるようになる。

(実習④) アイテムデザイン制作。アイテムを中心とした写真検索の仕方を学ぶ。

(実習④) アイテムデザイン制作。検索した写真を元に様々なアイテムデザインが描けるようになる。

【使用ソフト】  Clipstudio ( Photoshop Illustrator )
【毎週持ってくるモノ】 外付けHDD又はUSB　筆記用具

(実習④) アイテムデザイン制作。描いたアイテムから大きさ・色・デザインの統一性に焦点を当てバランス力を身につける。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

Ipadなど、各自の作業環境で制作しても構いません。今年度も沢山絵を描いていきましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】

1



Game Design 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 月曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用ソフト】  Clipstudio Photoshop Illustrator
【毎週持ってくるモノ】 外付けHDD又はUSB　筆記用具

(実習②) スケジュールに沿い既存作品と統一性を持した新規イラスト制作。既存作品を軸とし、必要なラフを複数枚描けるようになる。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

Ipadなど、各自の作業環境で制作しても構いません。ラスト１年間。今年度も沢山絵を描いていきましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】

就職又はデビューで必須となるポートフォリオ作品のクオリティ(画力・表現・世界観)を上げ、即戦力として活躍できる土台をつくれるようになる事。

授業計画・内容

評価

(オリエンテーション) 企業プロジェクトの概要を理解し、ポートフォリオの作品整理。自身が進む方向を明確にし既存作品の取捨選択を行う。
※初回授業持ち物。最新ポートフォリオ(紙又はPDFデータを用意)　外付けHDD又はUSB・筆記用具・クロッキー帳

(企業プロジェクト) １回目のオリエンと作品傾向をふまえた制作スケジュールを設定。以後、決定したスケジュールに沿って制作手順を自身で管理出来
るようになる。

(企業プロジェクト) スケジュールに沿った作品制作。自身が目標とするレイアウトや細かな塗り込みなどを中心に調整が出来るようになる。

(企業プロジェクト) スケジュールに沿った作品制作。自身が目標とするイメージを元に全体の配色を中心に描けるようになる。

(実習②) スケジュールに沿い既存作品と統一性を持した新規イラスト制作。既存作品を軸とし、決定したラフからトレースし線を描けるようになる。

(実習②) スケジュールに沿い既存作品と統一性を持した新規イラスト制作。既存作品を軸とし、配色を意識した塗りが出来るようになる。

(実習②) スケジュールに沿い既存作品と統一性を持した新規イラスト制作。既存作品を軸とし、より絵に深みが出るよう最終ブラッシュアップをし完成さ
せる。

(まとめ) ポートフォリオ作品の最終調整。修正・追加・変更点を見つけクオリティ向上を図る。

(企業プロジェクト) スケジュールに沿った作品制作。自身が目標とするイメージを元に全体の陰影を中心に描けるようになる。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品から派生した素材イラスト制作。既存作品を軸とし、描く点数を決定しイメージに沿ったラフが出来るようになる。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品から派生した素材イラスト制作。既存作品を軸とし、出来上がったラフから統一性ある線が引けるようになる。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品から派生した素材イラスト制作。既存作品を軸とし、出来上がった線から統一性ある塗りが出来るようになる。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品から派生した素材イラスト制作。既存作品を軸とし、線・塗り・画風のジャンルそれぞれで統一性ある描き方が出
来ているか最終確認。

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター / グラフィックデザイナー

デザイン事務所を経てフリーで活動開始。WEBや書籍・雑誌で使用されるイラストを始めプロダクトなども手掛けている。他、国内外でも個展・展覧会
に多数出展。日本グラフィックデザイン協会(JAGDA) 会員

　【授業の学習内容】　

前半は企業プロジェクトから企業が求めるモノを実践的に描きつつ、並行して各自が卒業後の進路に沿った作品制作を行う。
※Wメジャーで授業を希望する学生さんもシラバス通り企業プロジェクトへ参加して頂きます。それを踏まえた上で受講をご検討ください。

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

ゲームデザイン
必修
選択

選択 年次 3 担当教員 磯部　香里

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1



Game　Planning 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科

エーター専攻

4 曜日/時限 土曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

ユーザーとして遊ぶゲームと、クリエーターとして作るゲームでは、圧倒的に考える視点が異なる。この事実を理解し、作ることが好きなのか否かを体験する授業で

あり、１年間気持ちを切らさずに、学びを挑戦し続ける諸君であることを望む。できないことを嘆くのではなく、やり方がわかないことで嘆いてほしい。一生懸命努力す

る学生を最大限応援する授業であり、そうでない学生には厳しい授業になるため、覚悟をもって臨んでほしい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

鉛筆、消しゴム、ノート、状況によりパソコンを使用する

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ （アナログゲームの完成度)40% とする。

1ペラのゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

1ペラのゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

既存のゲームを5ペラのゲーム企画にまとめ、個別レビューし、問題点と気づきを考える

既存のゲームを5ペラのゲーム企画にまとめ、個別レビューし、問題点と気づきを考える

既存のゲームを5ペラのゲーム企画にまとめ、個別レビューし、問題点と気づきを考える

既存のゲームを5ペラのゲーム企画にまとめ、個別レビューし、問題点と気づきを考える

5ペラのオリジナルゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

全体評価と個別で課題を見つけ出す

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

5ペラのオリジナルゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

5ペラのオリジナルゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

5ペラのオリジナルゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

5ペラのオリジナルゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

1ペラのゲームの企画作成を演習しながら、個別レビューし、問題点と気づきを考える

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

講義から知識を得ることだけでなく、その知識を企画書演習を通じて理解を深めていく。また論理的思考力を養うため、「物事の因果関係」を意識するよう努めていく。講義内で最

新の業界情報や話題、クリエーターとしての啓蒙、モチベーションの向上もはかる。まだ講義内容も習熟度に応じて、可変していくことも理解されたし。

　【到達目標】　

アナログゲームを作ることで、自らの力で考え、人はなぜ面白がるのかを「しくみ、因果関係」を少しでも演習の中で理解しながら完成させる。

授業計画・内容

自己紹介、講義方針、業界で求められる人材像について

これまで手がけたゲームの開発から販売について、実務経験を語る

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲーム企画
必修

選択
選択 年次 1 担当教員

授業

形態



Game　Planning 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 土曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ （ゲーム企画の課題)40% とする。

ユーザーとして遊ぶゲームと、クリエーターとして作るゲームでは、圧倒的に考える視点が異なる。この事実を理解し、作ることが好きなのか否かを体験する授業で

あり、１年間気持ちを切らさずに、学びを挑戦し続ける諸君であることを望む。できないことを嘆くのではなく、やり方がわかないことで嘆いてほしい。一生懸命努力す

る学生を最大限応援する授業であり、そうでない学生には厳しい授業になるため、覚悟をもって臨んでほしい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

鉛筆、消しゴム、ノート、状況によりパソコン（パワーポイント、エクセルなど）を使用する

評価

オリジナルゲームコンセプト

実習：着想法を学ぶ。人を魅きつけるアイディアと論理（アイディアの発想方法を学ぶ（組み合わせ、着眼点、キャッチコピーなど））

実習：着想法を学ぶ。人を魅きつけるアイディアと論理（アイディアの発想方法を学ぶ（組み合わせ、着眼点、キャッチコピーなど））

実習：着想法を学ぶ。人を魅きつけるアイディアと論理（アイディアの発想方法を学ぶ（組み合わせ、着眼点、キャッチコピーなど））

実習：着想法を学ぶ。人を魅きつけるアイディアと論理（アイディアの発想方法を学ぶ（組み合わせ、着眼点、キャッチコピーなど））

ゲームループを学ぶ（何度も遊びたくなる仕組みについて学ぶ）

ゲームループを学ぶ（何度も遊びたくなる仕組みについて学ぶ）

企画作成、またはラピッドプランニングを行う（学生によるゲーム企画のプレゼンテ―ションと講評、またはラピッドプラング演習）

企画作成、またはラピッドプランニングを行う（学生によるゲーム企画のプレゼンテ―ションと講評、またはラピッドプラング演習）

オリジナルゲーム企画作成と個別レビュー

オリジナルゲーム企画作成と個別レビュー

制約と意欲を学ぶ

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

ゲームデザインとは何か。面白さとは何かを徹底的に追求していきます。教養のための授業ではなく、ゲームビジネス、心理学まで内容を広げ、人はなぜ面白がるのか、を諸君と

もに学んでいく。現役のゲームクリエーターであるメリットを最大限に生かし、業界の最新情報、トレンドも交えながら、できるだけ、学生の興味を惹き続けるようなスリリングな授業

を展開していきたいと考えている。また習熟度に応じて、授業内容が可変していくこと理解されたし。

　【到達目標】　

キャラクターの設定から世界観、ゲームデザインのロジック、就職情報までゲームに関連する知識を可能な限り網羅し、ポートフォリオに入れることができるゲームの企画書（５ペ

ラ）を作成していく。

授業計画・内容

伝達とは何か。正しく伝えること、聞き取ることを実習形式で体験する

アイディアの構成要素を学ぶ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲーム企画
必修

選択
選択 年次 2 担当教員

授業

形態



Game Plannig 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 土曜3・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲーム企画
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 木下　貴之

授業

形態

α版制作

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1996年よりFLIGHT-PLANにてRPG/SRPGをメインとした開発を行う。2010年よりFELISTELLA株式会社を設立し、ネプテューヌシリーズやアズールレーンなどの開発を行う。

プログラム、企画、外部管理、ディレクション、プロデュースなどを業務範囲とする。

　【授業の学習内容】　

就職活動と並行して少人数によるチーム制作（規模は小さめ）を行い、ポートフォリオに質の高い作品が収録できるよう、制作に取り組む。

　【到達目標】　

ショウへプレイアブル状態で出展すること。ポートフォリオの作品として収録できるものを作成。

授業計画・内容

チーム分け、何を作成するか（どこに力を注ぐか）をヒアリングしつつ、チーム構成を検討。（受ける会社の傾向も加味する）

α版制作開始

ブラッシュアップ、ドキュメント作成

α版制作

α版発表

β版制作開始

β版制作

β版制作

β版制作

β版発表

マスターに向けて調整、デバッグ

マスターに向けて調整、デバッグ

マスターアップ。相互プレイ感想交換会。

ブラッシュアップ、応募先に応じたチューニング

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

授業だけでは作品作りの時間が不足します。授業外や、休日、自宅での制作時間の確保をしてください。

　【使用教科書・教材・参考書】　



CG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜1・2限目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術(もしくは試験・レポート等)評価は、「制作課題の完成度、プレゼンレベル」 とする。

授業内で得られるのは、一時的な知識やきっかけとなる体験に過ぎません。授業外での自主的な取り組みが皆さんの専門的な技術や知識を伸ばし、仕事に使える

スキルとなります。自分の3DCG作品をより多く作ることを目指して下さい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

前期まとめ…制作物のチェックと確認、制作物の提出

Zbrush…Zbrushの紹介と、その必要性を認識する。MAYAとは違うモデリング方法の基本操作ができるようになる。

Zbrush…基礎操作。基本的な機能を知り、簡単なスカルプトができるようになる。

Zbrush…基礎操作。ハイモデルとローモデルの概念を学習し、ゲームに必要なハイモデルの基本を理解する。

Zbrush…応用。簡単なハイモデルを作成することができるようになる。

Zbrush….応用。ローモデルからハイモデルを作成することができるようになる。

モデル製作…MAYAでハイモデルのリトポロジーを習得する。Zbrushデータからゲームモデルを作成できるようになる。

モデル製作…MAYAでハイモデルのリトポロジーを習得する。Zbrushデータからゲームモデルを作成できるようになる。

モデル製作…SubstancePainterの基本的な機能を理解する。

SubstancePainter…基本操作。Zbrushで作成したモデルを元にテクスチャを設定する。

SubstancePainter…基本操作。コンシューマーゲームの3DCGのテクスチャを作成できるようになる。

作品仕上げ…作成したモデルをゲームエンジンに表示、作品として画像で提出する。

MAYA…骨入れとモーションについて。アニメーションに必要な基本操作ができるようになる。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

ゲーム開発会社に入社後、キャラクターモデリングで複数のゲーム開発に携わり、映像会社を経て2012年にフリーランスに転向。現在は株式会社ILCAに在籍し現場でモデラーと

してPS4を中心にコンシューマーゲームを手掛ける。

　【授業の学習内容】　

MAYAやZbrush、SubstancePainterなどを使用してプリレンダ、リアルタイムCGの応用的なモデル作成方法を学習する。

　【到達目標】　

想定する映像やゲームのプラットフォームに合わせて使用するツールを選択し、3DCG制作物を完成させることができるようになる。

授業計画・内容

前年度復習と今年度制作課題について…モデリング、テクスチャリング、スキニングについて。

MAYA…基本操作の確認、前年度の復習。スキニングに関しての基礎知識

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022度シラバス

科目名

（英）

CG制作
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 水野　貴仁

授業

形態



CG Project
60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜4.5目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術(もしくは試験・レポート等)評価は、「制作課題の完成度、プレゼンレベル」 とする。

授業内で得られるのは、一時的な知識やきっかけとなる体験に過ぎません。授業外での自主的な取り組みが皆さんの専門的な技術や知識を伸ばし、仕事に使える

スキルとなります。自分の3DCG作品をより多く作ることを目指して下さい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

テクスチャ製作…SubstancePainter、マテリアルの復習。適切なマテリアルを設定できるようになる。

テクスチャ製作…SubstancePainter、テクスチャの出力と表示の復習。目的に合わせた調整ができるようになる。

テクスチャ製作…SubstancePainter、調整用レイヤーについて。テクスチャの品質を最終調整できるようになる。

作品仕上げ…作成したモデルをゲームエンジンに表示、作品として画像で提出する。

作品仕上げ…作成したモデルをゲームエンジンに表示、作品として画像で提出する。

前期まとめ…制作物のチェックと確認、制作物の提出

モデル製作…ベースモデルの作成。テクスチャ、アニメーションまで見込んだモデルを意識できるようになる。

モデル製作….ベースモデルのブラッシュアップ。ゲームモデルまたはハイモデルに移行していく。

モデル製作…ハイモデルやUVの作成。モデル形状を詰める。最終的なクオリティを見越したモデル作成を意識できるようになる。

モデル製作…スキニングの復習。人形の骨の配置と関連付けが適切に行えるようになる。

モデル製作….モデルの最終調整。モデルの問題点を自ら洗い出すことができるようになる。

テクスチャ製作…SubstancePainter、ベイクの復習。ベイクしてベースのテクスチャを作成する。

　【到達目標】　

これまでに習得した3D制作ソフトを使用して、実際のゲームや映像作品を想定して作品を制作する。

授業計画・内容

前年度復習と今年度制作課題について…ゼミ形式で前期で1作品を仕上げる。制作課題の設定。

デザイン….オリジナル、既存問わずデザインを決定する。自分のポートフォリオの傾向から作る作品を自ら考える。

モデル製作…ハイモデルスタート、ローモデルスタートを選択する。スケジュールから考えて制作計画を立てることができるようになる。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

ゲーム開発会社に入社後、キャラクターモデリングで複数のゲーム開発に携わり、映像会社を経て2012年にフリーランスに転向。現在は株式会社ILCAに在籍し現場でモデラーと

してPS4を中心にコンシューマーゲームを手掛ける。

　【授業の学習内容】　

MAYAやZbrush、SubstancePainterなどを使用してプリレンダ、リアルタイムCGの応用的なモデル作成方法を学習する。

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022度シラバス

科目名

（英）

CG制作
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 水野　貴仁

授業

形態



Game programming 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 火曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

C言語を通じて、プログラミング思考や、プログラムの楽しさを学びます。

教えられるのではなく、自分で調べる方法や学びかたも習得していきましょう。

すでにプログラミングやC言語の知識のある方は、わからない方のサポートをすることでより理解を深めていきましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

https://9cguide.appspot.com/

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

関数の作り方／変数の寿命　【今まで作成したものの関数化】

複数の変数を一括して扱う／文字列を扱う方法　【複数数あてゲーム or カードゲーム(ポーカーとかブラックジャック】

二次元配列／画面制御　【画面演出】

ポインタ変数の仕組み

複数の型をまとめる　【オブジェクト移動】

ファイルの取り扱い　【ノベルゲーム作成】

リアルタイムゲーム作成３

リアルタイムゲーム作成４

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

マクロ機能／動的配列

複数のソースファイル　【シーン作成（スタート→ゲーム→結果→スタート）】

リアルタイムゲーム作成１

リアルタイムゲーム作成２

回数が決まっている繰り返し／回数がわからない繰り返し　【数あてゲーム】

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1987～サンソフトにてサンドプログラムの作成。1991～プリズム設立（サウンド、CGツール作成）。1995～日本一ソフトウェアに組織変更（組織管理、メインプログラム）。1999～セ

ヤシステム開業（パチンコ液晶のプログラム、企画）。2005～ドラス（開発部長、ゲームだけでなくIoT,WEB,インフラ構築まで) 2022～ガンバラナイ開業（プログラム、３Dプリント、コ

ンサルタント）。

　【授業の学習内容】　

C言語を通じて、プログラミング思考やプログラムの楽しさを学びます。

テキストでのゲーム制作のみに絞り、少ない知識でも工夫して面白いものを作る発想力を学んでもらいます。

できるだけ自分で調べてもらったり、周りで相談しながら、わからないことへ対処の楽しさを学んでもらいます。

可能な限り毎週ゲームっぽいものを作成します。

　【到達目標】　

テキストのみで楽しめるゲームを自分で考えて作れるようになる。

エラーやわからないことへの対応を通して、失敗に対するイメージを、ネガティブなものでなくポジティブなものと考えるようになる。

授業計画・内容

プログラムとは？／プログラムの書き方／画面への表示／数値の表示と計算／数値の記憶と計算　【乱数ルーレット作成】

キーボードからの入力／比較と判断／場合分け処理を行う　【じゃんけん作成】

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲームプログラミング
必修

選択
選択 年次 1 担当教員 瀬谷　辰宇

授業

形態

yoshi
取り消し線



Game Programming 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲームプログラミング
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 永田　真澄

授業

形態

２次元配列の練習問題

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

１９８５～１９８９　(株)東芝にてパソコンハードウェアの設計、ユーティリティソフト。ゲームソフトの開発その後１９８９～２００７名古屋安達学園にて自校ＷＥＢサイトおよび構内システ

ムの開発、その後フリーとなり、ゲームソフト開発・ＷＥＢアプリの開発・組み込みシステムの開発を行う。現在個人事業主。

　【授業の学習内容】　

オブジェクト指向の考え方を利用して、ゲームプログラムの制作が出来るようにする。最終的にポートフォリオの作成、プレゼンを行い、自分の作品を説明して、理解させる力を付

ける。

　【到達目標】　

２Ｄパズルゲーム(テトリス的なもの)の作成を行う。企画から制作、ポートフォリオ作成、プレゼンまで一連のゲーム制作作業を一人で全て行えるようにする。秋のゲームショーに、

出す作品を制作する力を付ける。

授業計画・内容

前期制作概要説明、企画書（概要レベル）の作成

仕様書（概要レベル）の作成

プレゼンテーション

ポインタによるアドレス渡し練習問題

配列の値のポインタによるアドレス渡し練習問題

ファイルポインタによるファイル処理

クラスの設計、ヘッダファイルの作成

マルチタスクプログラミング練習問題

プログラム制作

ポートフォリオ作成

プレゼンテーション

メソッドの設計、ヘッダファイルの作成

マトリックス関数の作成

マルチタスクプログラミング練習問題

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

自分の作ったゲームを人に説明して理解させることは、今後社会活動をしていく上でとても大切なスキルとなります。この力は皆さんの今後の生活を支える糧となり

ます。これを練習するためには、理解度の高い人が、低い人に教えて理解させるというのが、一番です。この授業では、自分の作品政策にどっぷりつかるだけでなく

困っている人を助けてあげることにも心を配ってみてください。知らないうちにとても力がついていることになるでしょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

yoshi
取り消し線

yoshi
取り消し線



Game Programming 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

ゲームプログラミング
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 永田　真澄

授業

形態

３次元配列とベクトル型の練習問題

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

１９８５～１９８９　(株)東芝にてパソコンハードウェアの設計、ユーティリティソフト。ゲームソフトの開発その後１９８９～２００７名古屋安達学園にて自校ＷＥＢサイトおよび構内システ

ムの開発、その後フリーとなり、ゲームソフト開発・ＷＥＢアプリの開発・組み込みシステムの開発を行う。現在個人事業主。

　【授業の学習内容】　

オブジェクト指向の考え方を利用して、ゲームプログラムの制作が出来るようにする。最終的にポートフォリオの作成、プレゼンを行い、自分の作品を説明して、理解させる力を付

ける。

　【到達目標】　

疑似3Dゲーム(スペースハリアー的なもの)を作る。企画から制作、ポートフォリオ作成、プレゼンまで一連のゲーム制作作業を一人で全て行えるようにする。

授業計画・内容

前期制作概要説明、企画書（概要レベル）の作成

仕様書（概要レベル）の作成

プレゼンテーション

ポインタによるアドレス渡し練習問題

クラスの値のポインタによるアドレス渡し練習問題

ファイルポインタによるファイル処理

クラスの設計、ヘッダファイルの作成

マルチタスクプログラミング練習問題

プログラム制作

ポートフォリオ作成

プレゼンテーション

メソッドの設計、ヘッダファイルの作成

マトリックス関数の作成

マルチタスクプログラミング練習問題

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

自分の作ったゲームを人に説明して理解させることは、今後社会活動をしていく上でとても大切なスキルとなります。この力は皆さんの今後の生活を支える糧となり

ます。これを練習するためには、理解度の高い人が、低い人に教えて理解させるというのが、一番です。また、困っている側も、自分が悩んでいるところを、他の人に

理解してもらう説明をすることで、同じように力になります。この授業では、自分の作品政策にどっぷりつかるだけでなく困っている人を助けてあげることにも心を配っ

てみてください。また困っている人もどんどん困っている内容を友達に質問して、何を困っているか理解させて一緒に考えてもらうようにしてみてください。知らないうち

にお互いにとても力がついていることになるでしょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Dessin 60 開講区分 前期

学科・専攻 4 曜日/時限 金曜3.4限

1回目 4/22

2回目 5/6

3回目 5/13

4回目 5/20

5回目 5/27

6回目 6/3

7回目 6/10

8回目 6/24

9回目 7/1

10回目 7/8

11回目 7/15

12回目 7/22

13回目 7/29

夏休み

14回目 8/19

15回目 8/26

評価基準

受講生への

メッセージ

《デッサン用具一式》　鉛筆(H・HB・2B・4B・6B)・カッターナイフ・練り消しゴム・消しゴム(プラスチック消しゴム)・クリップ・マスキングテープ

B4クロッキー帳・B3クロッキー帳・B3ケント紙・パステル(水性)・色鉛筆・デスケール・定規(40cm以上)・ミリペン(0.03/0.05mm〜)

＜デッサン＞が上手くなりたいと願うならデッサン枚数と時間を重ねるしかない、この体験が裏打ちされ能力となり画力になる。

毎日繰り返すことで、根気・粘り強さ・スピリッツ・描きまくる作業量が合わさって『人間力＝熱量』として画面に現れる。

上達が実感できるようになれば、デッサン画を描くことが面白くなってくるはずだ。粘り強く頑張ろう。

　【使用教科書・教材・参考書】

＜基本的に毎回授業で持ってくるもの＞　デッサン用具一式、課題によってはその都度連絡する。　

「手のデッサン」　「手の線表現」　前期評価課題＜２週で、トーン表現・線表現の各作品を完成し提出＞

「手のデッサン」　「手の線表現」　前期評価課題＜２週で、トーン表現・線表現の各作品を完成し提出＞

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

評価方法

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術評価は、提出された課題ごとにA・B・C・Dの採点をし、総合的に判断して技術評価とする。

「トーン表現の演習」　　石膏像の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（アグリッパ・ビーナス）

「手のデッサン」 「手の線表現」　（写真模写）全体像のバランスを観察して、ラフ画（おおまかに）で描き進めることができる。

「手のデッサン」 「手の線表現」　（写真模写）全体像のバランスを観察して、注意深く描き進めることができる。

「手のデッサン」 「手の線表現」　（写真模写）骨格・立体感・動作・質感を観察し描くことができる。

「手のデッサン」 ＜夏休み宿題で完成させる＞、　「手の線表現」３０枚　＜夏休み宿題＞

「トーン表現の演習」　　幾何形体の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（四角錐・円柱）

「トーン表現の演習」　　幾何形体の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（四角錐・円柱）

「トーン表現の演習」　　幾何形体の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（四角錐・円柱）

「トーン表現の演習」　　石膏像の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（アグリッパ・ビーナス）

「トーン表現の演習」　　石膏像の立体感を陰影（光影）で描くことができる。（アグリッパ・ビーナス）

授業計画・内容

1限目 授業と使用画材の説明・鉛筆削り。　２・３限目　「自己紹介自画像」　自分をアピールして描くことができる。＜提出＞

「手のデッサン」＜トーン・線表現＞　（自分の手）骨格・立体感・手首・指・全体のバランスを観察して描くことができる。

「手のデッサン」＜トーン・線表現＞　（自分の手）骨格・立体感・手首・指・全体のバランスを観察して描くことができる。

「トーン表現の演習」　　立方体・球体・円錐を陰影（光影）で描くことができる。（○△□をイメージ展開）

鉛筆を持った指先だけで描くのでなく、手首・腕・肩・全体を動かすイメージを持って描くことができるようにする。

自分が描き進めているデッサン画の全体を確かめ、ミスマッチを修正し→ 観察し→ 描き→確認し→ 修正し描く→ 観察し→ また描く。

上記のプロセスを繰り返して体験を得ること。

＜線の(タッチ)表現＞では、線の伸びやかさ・リズム感・硬い柔らかい・強弱のトレーニングをし、描けることができる。

＜トーンの(濃淡)表現＞では、陰影・濃淡のトーンを学び、立体感と空間感を描くことができる。

デッサン授業では、絵を描くための基礎 ＜観察・理解・描く＞ を学び養うことが目的である。

基礎として先ず学習するのは、目の前にある対象物「立体物」を観察して正確に描けること。

根気強く 制作に取り組む姿勢を持ち、完成させることができる描写力＝画力へ挑戦すること。

　【到達目標】　

鉛筆は文字を書くための道具から絵を描く道具となるので、鉛筆の扱い方・筆圧の強弱を工夫してみる。

造形空間とインタビューが放送された。１９９８年、新潟市古町５番町 (２００Ｍ のアーケード 街並み)で磯部聡プロジェクト「MOTION'88」(企画:創庫美術館) を制

この造形空間がアートによる街づくりのさきがけとして高評価された。制作ドキュメントは ＥＴＶ８（NHK）1998年11月3日 『アートで街は甦るか』 に全国放送された

有名デパートのショーウィンドウ、南知多ビーチランド「ペンギンプール」、三重県『祭り博』、名鉄病院新3号館のヒーリングアートなどのデザイン制作もある。

教育現場では河合塾芸大進学コースや大学･専門学校で指導経験があり、名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校では２００３年からデッサン指導を担当して

　【授業の学習内容】　

　【担当教員_　実務者経験】　

美術家、美術館企画展・個展・アートプロジェクトなどに発表。１９９６年 ９８年米国大使館広報文化交流局推薦により米国フリーマン財団＜給費留学＞を受ける

バーモント・スタジオ・センター（米国バーモント州）に滞在し、研究と作品制作・発表をする。バーモント州立バーモント大学にて特別講演をする。

芸術活動の他では、ディスプレィデザイン・ショーウィンドデザイン・博覧会・舞台美術・ヒーリングアート・サインデザイン等、造形デザイン活動もしている。

１９８５年国際青年年・国際森林年記念事業「真夏と火と土と木の祭典」(三重県松阪市)会場空間造形制作。この制作が TV愛知「アートギャラリー・ナウ」で

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 磯部　聡

授業
形態

演習
総時間
（単位）ゲームクリエーター科



Dessin 60 開講区分 前期

学科・専攻 4 曜日/時限 木曜3.4限

1回目 4/21

連休

2回目 4/28

3回目 5/12

4回目 5/19

5回目 5/26

6回目 6/2

7回目 6/9

8回目 6/16

9回目 6/23

10回目 6/30

11回目 7/7

12回目 7/14

13回目 7/21

14回目 7/28

夏休み

15回目 8/25

評価基準

受講生への

メッセージ

＜デッサン＞が上手くなりたいと願うならデッサン枚数と時間を重ねるしかない、この体験が裏打ちされ能力となり画力になる。

毎日繰り返すことで、根気・粘り強さ・スピリッツ・描きまくる作業量が合わさって『人間力＝熱量』として画面に現れる。

上達が実感できるようになれば、デッサン画を描くことが面白くなってくるはずだ。粘り強く頑張ろう。

　【使用教科書・教材・参考書】

＜基本的に毎回授業で持ってくるもの＞　デッサン用具一式、課題によってはその都度連絡する。　

石膏像デッサン⑧　　　ブラッシュアップ　　　　＊２限目：前期制作課題の講評会

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

評価方法

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術評価は、提出された課題ごとにA・B・C・Dの採点をし、総合的に判断して技術評価とする。

石膏像デッサン③　　　光の方向を観察する。陰影を観察する。トーン表現の手法を工夫することができる。

石膏像デッサン④　　　骨格・動作・表情の表情を観察し、描き込みを進めることができる。

石膏像デッサン⑤　　　細部を意識して描き込みを進めることができる。

石膏像デッサン⑥　　　描き込みを進め、内容の高い完成度ある作品に仕上げることができる。

石膏像デッサン⑦　　　描き込みを進める。　　　　＊ポカリスエット ３５０ml缶 デッサン画　＜夏休み宿題＞

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番③、骨格・動作・ボリューム・陰影に注意・観察し描き進めることができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番④　描き込みを進めて、内容の高い完成度ある作品に仕上げることができる。

ヌードデッサン講評会　　　　＊２限目から石膏像デッサンセッティングと描き進め方の説明

石膏像デッサン①　　　プロポーションと動作を観察して、全体像をラフ画で描き進めることができる。

石膏像デッサン②　　　プロポーションの正中線と、動作を観察することができる。

ポカリスエット ３５０ml缶 デッサン画　＜前期の自習課題＞

＜ヌード写真模写＞　　＊プロポーション、バランス、重心、正中線、動作の全体像を注意深く描くことができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞、20分１ポーズＸ６回、ラフ画制作、プロポーションと動作の全体像をラフ画で描くことができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番①　プロポーションと動作の全体像を、ラフで描き進めることができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番②　プロポーションと動作の全体像を確認し、特に重心と正中線を意識することができる。

観察する－描く－確認するー修正する－観察する－描く、これらを繰り返しスキルアップすることができる。根気強く、粘り強く、描くことができる。

気持ちを込めて描くことができる。課題は難易度が高くなる、最後まであきらめない。完成度の高い作品を完成させることができる。

思考力・観察力・技術力＝ 『美術力』 を高めることができる。

授業計画・内容

オリエンテーション・授業準備、 ２限目＜ヌード写真模写＞ Ｂ３ケント紙　＊重心・正中線・動作の全体像をラフで描き進める。

モチーフを＜どのように見るのか＞＜どのように観察するのか＞漠然と見ることから、意識して多角的に観察し描く。

＜どんな物体になっているか＞＜全体と細部＞＜骨格＞＜ボリューム＞＜質感＞＜光と影＞＜動作＞＜奥行き＞＜空間＞を読み取り、

どのように描くのか　→　ビジュアルビジョンをもつ。自分が描いている途中の画面を評価しどのように進めたら良いのか『思考力を養う』。

描写力の向上を目指す。根気強く 努力し『人間力』 を高め、制作に取り組む姿勢を養う。

　【到達目標】　

造形空間とインタビューが放送された。１９９８年、新潟市古町５番町 (２００Ｍ のアーケード 街並み)で磯部聡プロジェクト「MOTION'88」(企画:創庫美術館) を制

この造形空間がアートによる街づくりのさきがけとして高評価された。制作ドキュメントは ＥＴＶ８（NHK）1998年11月3日 『アートで街は甦るか』 に全国放送され

有名デパートのショーウィンドウ、南知多ビーチランド「ペンギンプール」、三重県『祭り博』、名鉄病院新3号館のヒーリングアートなどのデザイン制作もある。

教育現場では河合塾芸大進学コースや大学･専門学校で指導経験があり、名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校では２００３年からデッサン指導を担当して

　【授業の学習内容】　

　【担当教員_　実務者経験】　

美術家、美術館企画展・個展・アートプロジェクトなどに発表。１９９６年 ９８年米国大使館広報文化交流局推薦により米国フリーマン財団＜給費留学＞を受け

バーモント・スタジオ・センター（米国バーモント州）に滞在し、研究と作品制作・発表をする。バーモント州立バーモント大学にて特別講演をする。

芸術活動の他では、ディスプレィデザイン・ショーウィンドデザイン・博覧会・舞台美術・ヒーリングアート・サインデザイン等、造形デザイン活動もしている。

１９８５年国際青年年・国際森林年記念事業「真夏と火と土と木の祭典」(三重県松阪市)会場空間造形制作。この制作が TV愛知「アートギャラリー・ナウ」で

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 磯部　聡

授業
形態

演習
総時間
（単位）ゲームクリエーター科



Dessin 60 開講区分 前期

学科・専攻 4 曜日/時限 月曜3.4限

1回目 4/18

2回目 4/25

3回目 5/9

4回目 5/16

5回目 5/23

6回目 5/30

7回目 6/6

8回目 6/13

9回目 6/27

10回目 7/4

11回目 7/11

12回目 7/18

13回目 7/25

夏休み

14回目 8/22

15回目 8/29

評価基準

受講生への

メッセージ

＜デッサン＞が上手くなりたいと願うならデッサン枚数と時間を重ねるしかない、この体験が裏打ちされ能力となり画力になる。

毎日繰り返すことで、根気・粘り強さ・スピリッツ・描きまくる作業量が合わさって『人間力＝熱量』として画面に現れる。

上達が実感できるようになれば、デッサン画を描くことが面白くなってくるはずだ。粘り強く頑張ろう。

　【使用教科書・教材・参考書】

＜基本的に毎回授業で持ってくるもの＞　デッサン用具一式、課題によってはその都度連絡する。　

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

評価方法

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術評価は、提出された課題ごとにA・B・C・Dの採点をし、総合的に判断して技術評価とする。

静物デッサン　④　　　それぞれのモチーフの細部を観察する

静物デッサン　⑤　　　それぞれのモチーフの質感と色彩を観察する

静物デッサン　⑥　　　細部と質感を意識して描き進める　　　＜夏休み宿題＞

静物デッサン　⑦　　　描き込んで、内容の高い完成度ある作品に仕上げることができる。

  静物デッサン　⑧　　　ブラッシュアップする。　　　２限目：前期制作課題の講評会

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番④　描き込みを進めて、内容の高い完成度ある作品に仕上げることができる。

ヌードデッサン講評会　　　　＊２限目から静物デッサン　モチーフのセッティング（ワイン瓶・グラス・紙風船）

静物デッサン　①　　　ラフ画で進め、画面構成と空間設定を考える。

静物デッサン　②　　　それぞれの形態の特徴と大きさの比較

静物デッサン　③　　　パースを意識した奥行きの設定

＜ヌード写真模写＞　　＊プロポーション、バランス、重心、正中線、動作の全体像を注意深く描くことができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞　20分１ポーズＸ６回、プロポーションと動作の全体像をラフ画で描き進めることができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番①　プロポーションと動作の全体像を、ラフで描き進めることができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番①　プロポーションと動作の全体像を、ラフで描き進めることができる。

ヌードデッサン＜モデルさん＞本番③　骨格・動作・ボリューム・陰影に注意・観察し描き進めることができる。

観察する－描く－確認するー修正する－観察する－描く、これらを繰り返しスキルアップすることができる。根気強く、粘り強く、描くことができる。

気持ちを込めて描くことができる。課題は難易度が高くなる、最後まであきらめないで完成度の高い作品を完成させることができる。

思考力・観察力・技術力＝ 『美術力』 を高めることができる。

授業計画・内容

オリエンテーション・授業準備、 ２限目＜ヌード写真模写＞ Ｂ３ケント紙　＊重心・正中線・動作の全体像をラフで描き進める。

モチーフを＜どのように見るのか＞＜どのように観察するのか＞漠然と見ることから、意識して多角的に観察し描く。

＜どんな物体になっているか＞＜全体と細部＞＜骨格＞＜ボリューム＞＜質感＞＜光と影＞＜動作＞＜奥行き＞＜空間＞を読み取り、

どのように描くのか　→　ビジュアルビジョンをもつ。自分が描いている途中の画面を評価しどのように進めたら良いのか『思考力を養う』。

描写力の向上を目指す。根気強く 努力し『人間力』 を高め、制作に取り組む姿勢を養う。

　【到達目標】　

造形空間とインタビューが放送された。１９９８年、新潟市古町５番町 (２００Ｍ のアーケード 街並み)で磯部聡プロジェクト「MOTION'88」(企画:創庫美術館) を制

この造形空間がアートによる街づくりのさきがけとして高評価された。制作ドキュメントは ＥＴＶ８（NHK）1998年11月3日 『アートで街は甦るか』 に全国放送され

有名デパートのショーウィンドウ、南知多ビーチランド「ペンギンプール」、三重県『祭り博』、名鉄病院新3号館のヒーリングアートなどのデザイン制作もある。

教育現場では河合塾芸大進学コースや大学･専門学校で指導経験があり、名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校では２００３年からデッサン指導を担当して

　【授業の学習内容】　

　【担当教員_　実務者経験】　

美術家、美術館企画展・個展・アートプロジェクトなどに発表。１９９６年 ９８年米国大使館広報文化交流局推薦により米国フリーマン財団＜給費留学＞を受け

バーモント・スタジオ・センター（米国バーモント州）に滞在し、研究と作品制作・発表をする。バーモント州立バーモント大学にて特別講演をする。

芸術活動の他では、ディスプレィデザイン・ショーウィンドデザイン・博覧会・舞台美術・ヒーリングアート・サインデザイン等、造形デザイン活動もしている。

１９８５年国際青年年・国際森林年記念事業「真夏と火と土と木の祭典」(三重県松阪市)会場空間造形制作。この制作が TV愛知「アートギャラリー・ナウ」で

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

必修 年次 3 担当教員 磯部　聡

授業
形態

演習
総時間
（単位）ゲームクリエーター科



Creative Workshop
60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 火曜日1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

　【使用教科書・教材・参考書】　

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

基本プログラムの作成・ゲームフローの作成

ゲーム本編の制作 1

ゲーム本編の制作 2

ゲーム本編の制作 3

ゲーム本編の制作 4

ゲーム本編の制作 5

ゲーム本編の制作 調整と発展・ポートフォリオシートの作成

評価

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

ゲーム本編の制作 6

ゲーム本編の制作 7

ゲームフローへの組み込み・ポートフォリオシートの作成

ゲーム本編の制作 調整と発展・ポートフォリオシートの作成

仕様概要書(説明)・基本設計

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

高校生の時よりゲーム開発を行い、OS開発、3D,2D,オンラインの業務用と家庭用とPCゲーム開発、開発インフラ構築、ネットワーク設計や構築、サーバやデータベースの設計や

開発を現在でも行なっている。また、新卒採用担当を1995年から2011年まで行う。

　【授業の学習内容】　

絵に描いた餅(企画概要書)から始め、プログラムにするための絵を描き(仕様概要書)、それに基づいてゲームを作成するという商品開発の流れを理解する。

プログラムの動作を理解し、改変しながら動きを理解する

作ったものが「なにもの」なのかを人に説明できる資料を作成する

パズルゲームを制作する

　【到達目標】　

1.各課題を習得、理解し、自らの発想でプログラムが作れるようになること

2.わからないことが何かを説明できるようになること

授業計画・内容

ガイダンス・企画概要書

企画概要書(説明)・仕様概要書

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

クリエーティブワークショップ
必修

選択
必修 年次 2 担当教員 砂塚　佳成

授業

形態



Creative Workshop
60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 火曜日3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価

制作

制作

制作

制作

制作

制作

制作

制作

制作

中間成果物提出・面談

中間成果物提出・面談

目標設定・目論見書の作成・提出

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

高校生の時よりゲーム開発を行い、OS開発、3D,2D,オンラインの業務用と家庭用とPCゲーム開発、開発インフラ構築、ネットワーク設計や構築、サーバやデータベースの設計や

開発を現在でも行なっている。また、新卒採用担当を1995年から2011年まで行う。

　【授業の学習内容】　

学生は以下の分野から一つを選択し、卒業制作としてふさわしい成果物を作り上げるものとする

1.ゲーム制作とポートフォリオと制作論文を作成する。(例：ゼミなどで作成してきたゲームにより創意工夫を加えて仕上げる)

2.制作論文。テーマと内容は個別面談で決める。(例：ツール制作や新規のゲーム制作など)

3.調査論文。テーマと内容は個別面談で決める。(例：ゲームにAIが活用できる分野の検討など)

この授業の目的は、ただ制作を行うのではなく、目的を持って制作し、当初の目的を達成することができたかを検討し、論文形式で文書を作成する。

提出物は以下の三点とする

1.概要書(どのようなものをどのような目的でどのような方法で作るかという目論見書)

2.成果物(制作物)

3.報告書(予定に対してどこまで制作を進められたか、当初の目標から変更した点があるか、どのくらいの作業時間を割り当てたか)

1.各課題を習得、理解し、自らの発想で制作することができるようになること

2.わからないことが何かを説明できるようになること

授業計画・内容

ガイダンス・ヒヤリング

目標設定・目論見書の作成・提出

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

クリエーティブワークショップ
必修

選択
必修 年次 3 担当教員 砂塚　佳成

授業

形態

　【到達目標】　



Design Thinking 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 月曜2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

デザインシンキング
必修

選択
必修 年次 1 担当教員 木下　貴之

授業

形態

グループワーク：複数人でチームを組み、テーマに沿ったコミュニケーションゲームを行う

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1996年よりFLIGHT-PLANにてRPG/SRPGをメインとした開発を行う。2010年よりFELISTELLA株式会社を設立し、ネプテューヌシリーズやアズールレーンなどの開発を行う。

プログラム、企画、外部管理、ディレクション、プロデュースなどを業務範囲とする。

　【授業の学習内容】　

ゲーム業界の知識の習得、必要とされるスキルの理解、グループディスカッションやグループディスカッションを通じて、人とのかかわりかた、自分の役割、自分の能力の発見を行

います。授業内容にグループワークが入っているものは、月・土の合同授業になります（詳細は教務の先生に確認ください）

　【到達目標】　

授業を通じて、業界で自分が目指すべき職種を決めること。

授業計画・内容

講義＆実習：各自自己紹介作成＆発表。PCでのオペレーション、書類作成の実習を行います。

講義：各職種、ゲーム業界用語基礎、開発の仕組み、機密保持、表現方法、レーティングについて理解をする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

実習：レトロゲームプレイ

講義、実習：ゲームハード、ビジネスモデル、プロジェクト管理、著作権、商標調査

グループワーク：グループディスカッション　提示されたテーマについて、議論を行う。ディスカッションの中で役割分担も理解する。

実習：逆企画作成。既存のゲームを分析し、セールスポイントや面白さをアピールする書類を作成する。

グループワーク：チームに分かれてレトロゲームをプレイ＆分析を行う。

講義：仕事の進め方、円滑な人間関係の保ち方、開発実例紹介

グループワーク：トランプを用いた新たなゲームの企画立案

グループワーク：トランプを用いた新たなゲームの企画作成＆発表プレゼンテーション

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

グループワーク：グループディスカッション

実習：小論文作成/個人面談

実習：自分のセールスポイントをまとめた自己PRの作成/個人面談

グループワーク：レトロゲームプレイ

　【使用教科書・教材・参考書】　



Design Thinking 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 木2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

なお、本授業においての技術(もしくは試験・レポート等)評価は、「制作課題の提出率および完成度とする」 とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　

アプリケーションは、使い手により価値が上がっていきます。

コンピュータで表現しても見るのは人です。見やすさ、分かりやすさを意識しながらより良い完成度を目指し、日々少しの向上心を持ってがんばっていきましょう。

デザインは気配りです。応援しています！

PowerPoint①　PowerPointの動作を理解できるようになる。　実習スライド「紹介スライド」を作成する。

PowerPoint②　①で作成した実習スライド「紹介スライド」を修正し、より優れたスライドにし、色、書体の使い分けを意識して作成できるようになる。

PowerPoint④　応用機能（アニメーション、音、動画）を使用する。　5枚スライドのプレゼンテーション作成(1)　順序を考え作成できるようになる。

PowerPoint⑤　5枚スライドのプレゼンテーション作成(2)　修正を加えながら作成する。

Excel①　Excelの動作を理解する。Excelで何ができるか、仕組みが分かるようになる。

PowerPoint③　①で作成した実習スライド「紹介スライド」を再構築し、完成版を作成する。

Excel②　関数を使用した関数を使用した納品書等が作成できるようになる。

Excel③　関数の応用とシート、セル番地のつながりが理解できるようになる。

Excel④ 実務演習①　指示に応じて、ビジネスで必要な書類が作成できるようになる。

Excel⑤ 実務演習②　必要に応じ、わかりやすい書類が作成できるようになる。

PowerPoint⑥　5枚スライド(3)完成　自分のスライドに対して、ウイークポイントを理解し修正ができるようになる。　

Word③　場面に適した文書を作成できるようになる。

Word②　アレンジされた文書を作成する。伝えたい事柄を伝える文書が作成できるようになる。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

嶋田デザイン研究所代表。VI、広告制作等、グラフィックデザイナーとして活動。シティプロモーションマニュアル監修。

日本映画テレビ技術協会会員　日本情報処理検定協会試験委員　経営情報学士　高等学校教諭や専門学校講師を経て現職。

　【授業の学習内容】

どの業界でも必須となっているOffice系アプリケーションの基礎及び伝達力を身につけます。タイピングの速度より間違いのない正確さを求めます。

自分の提案を魅力的に伝達できるよう、レイアウトや配色を意識してスライドや書類が作成できるよう進めていきます。

　【到達目標】　

場面に適した流れを構成できるようになる。

数値だけでなく図形やグラフを使用し視覚的にわかりやすくした伝達ができるようになる。

自分の考えを発表するためのに、見やすいフォント、大きさ、配色により興味を持ってくれるビジュアルが作成できるようになる。

授業計画・内容

授業オリエンテーション「進め方・意義について」　・office系アプリケーションに触れ、授業におけるそれぞれの目的を理解できるようになる。

Word①　ビジネス文書の作成。ビジネス文書の定型をイメージして作成できるようになる。

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

デザインシンキング
必修

選択
必修 年次 1 担当教員 嶋田　尚典

授業

形態



2

60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価

（レスポンシブＷＥＢデザインの考え方）　 各デバイスに対応するメディアクエリを学ぶ

PHPを使用したフォーム設置を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　ブレイクポイントを学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　header,footerなど共通項目をライブラリ化してページ作成の効率化を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　スマートフォン時にユーザビリティも考慮したナビゲーションスタイルの変更を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　javascript、jQueryライブラリを使用して、スライドショーの作成を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　ＳＮＳ等の外部コンテンツとの連動方法（API）を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　トップページがファーストビュー100％でデザインされているサイトの作成を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　PC、タブレット、スマートフォンでレイアウトが違うcssの設定を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　動画の埋め込み、googlemapのカスタマイズを学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　javascript、モーダルウィンドウの作成を学ぶ

(演習課題_PCサイト制作)　css3からできるようになったセレクタ　/ SNS対応 / ファビコンの設置を学ぶ

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

マークアップエンジニアとしてWEB制作会社を経て2006年よりフリーランスに転身し現在に至る。
各制作会社の業務に携わり（年間平均40サイトほど制作）幅広い制作業態を得ています。

　【授業の学習内容】　

実務的なＷＥＢデザインに使用されるHTML＋CSSの学習、各デバイスに対応できるレイアウトなどの技術や、Webプログラミングを使った動的ページの作成を学習し
ます。
デザインからコーディングまでWebデザイナーに必要なスキルを獲得します

　【到達目標】　

進化するネット時代で活躍できるWebデザイナー・クリエイターを目指します。主にWEB特有のソフトや技術を学びますが、そのほかに社会人として、クリエーターとし
ての人間性を育てます。SEO対策も含めた文章構造を意識した、PCからスマートフォンまで各デバイスに対応できるサイトを作成できます。

授業計画・内容

(演習課題_PCサイト制作)　ｈｔｍｌファイルの作成　/ 文章構造を意識したタグ付け　/ 下層ページでgooglemapの埋め込みを学ぶ

(演習課題_PCサイト制作)　ｃｓｓファイルの作成　/ テキストと画像の横並びの設定の違い　/ ウェブフォンの利用を学ぶ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

 IT・ICT

IT・ICT

必修
選択

選択 年次 担当教員 金光　亜希子

授業
形態

k.yoshikawa
取り消し線



60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

IT・ICT 

IT・ICT

必修
選択

選択 年次 担当教員 金光　亜希子

授業
形態

3

(演習課題_PCサイト制作)　css3からできるようになったセレクタ　/ SNS対応 / ファビコンの設置を学ぶ

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

マークアップエンジニアとしてWEB制作会社を経て2006年よりフリーランスに転身し現在に至る。
各制作会社の業務に携わり（年間平均40サイトほど制作）幅広い制作業態を得ています。

　【授業の学習内容】　

実務的なＷＥＢデザインに使用されるHTML＋CSSの学習、各デバイスに対応できるレイアウトなどの技術や、Webプログラミングを使った動的ページの作成を学習し
ます。
デザインからコーディングまでWebデザイナーに必要なスキルを獲得します

　【到達目標】　

進化するネット時代で活躍できるWebデザイナー・クリエイターを目指します。主にWEB特有のソフトや技術を学びますが、そのほかに社会人として、クリエーターとし
ての人間性を育てます。SEO対策も含めた文章構造を意識した、PCからスマートフォンまで各デバイスに対応できるサイトを作成できます。

授業計画・内容

(演習課題_PCサイト制作)　ｈｔｍｌファイルの作成　/ 文章構造を意識したタグ付け　/ 下層ページでgooglemapの埋め込みを学ぶ

(演習課題_PCサイト制作)　ｃｓｓファイルの作成　/ テキストと画像の横並びの設定の違い　/ ウェブフォンの利用を学ぶ

評価

（レスポンシブＷＥＢデザインの考え方）　 各デバイスに対応するメディアクエリを学ぶ

PHPを使用したフォーム設置を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　ブレイクポイントを学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　header,footerなど共通項目をライブラリ化してページ作成の効率化を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　スマートフォン時にユーザビリティも考慮したナビゲーションスタイルの変更を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　javascript、jQueryライブラリを使用して、スライドショーの作成を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作①)　ＳＮＳ等の外部コンテンツとの連動方法（API）を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　トップページがファーストビュー100％でデザインされているサイトの作成を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　PC、タブレット、スマートフォンでレイアウトが違うcssの設定を学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　動画の埋め込み、googlemapのカスタマイズを学ぶ

(演習課題_レスポンシブ対応サイト制作②)　javascript、モーダルウィンドウの作成を学ぶ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Scenario Writing 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目 アナログ作品などをプレイし、その評価、感想戦を行う。

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

シナリオライティング
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 黒野　學

授業

形態

ゲームシナリオの種類、地の文、セリフ、フレーバテキスト、伏線、選択肢など、ゲームシナリオの基本構造を学ぶ。

コンプライアンス、著作権、オリジナリティについての知識を学習する。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1987年～　コナミ工業株式会社（現コナミDE）にデザイナーとして入社。MSX2、FC、SFC等の開発に従事。

その後、ヒューネックス株式会社入社。開発責任者兼プランナー兼シナリオライターとして多くの作品に携わる。

2000年～　株式会社アルカディアエンターテイナー設立。代表取締役社長。シナリオ、企画、デザイン、web制作等、現役開発者として幅広く活躍。

　【授業の学習内容】　

・企画立案や設定制作時などに役立つアイデアの発想方法、インプット、アウトプットの重要性を学ぶ。

・基本的な日本語の文章作成能力、表現力を身に付ける。

・起承転結のある、短いシナリオを何作も執筆することで、ライティングのコツを学習する。

・シナリオ系の企画を考案し、効果的な企画書の書き方を学ぶ。

　【到達目標】　

自身の得意ジャンルでいいので、起承転結のある、ゲーム用のショートシナリオが書けるようになる。

授業計画・内容

講師の紹介。シナリオ及び企画の重要性を学習し、企画、アイデアの発想法を学ぶ。

テーマとコンセプトの違いを学習し、自身でそれらを考察、他の作品におけるテーマ及びコンセプトを理解する。

★オリジナルシナリオを元に、企画書を作る。

★自由に企画を考えてみる①。（テーマがあれば、テーマに従う）

これまで学習したことを実践する。
★自由に企画を考えてみる②。（テーマがあれば、テーマに従う）

ディベート的議論によって、立案された企画について討議する。

文章の基礎を学習する。語彙力、人称（一人称、三人称）による違いを学び、短文シナリオを執筆する。

文章の置き換え問題、絵から文章を起こし、伝える文章とは何かを学習する。
世界観とは何か。その考え方、タイトルの付け方など実践しながら学ぶ。

キャラクターの作り方を学ぶ。（キャラクターの設定、口調などによる性格の違い等）
童話の設定を使い、そこから新展開する短編（2KB：1,000文字程度）のシナリオを作成する。

後半はその講評＆解説により、問題点を学習する。
★指定された企画を考えてみる①。（テーマがあれば、テーマに従う）

企業からの企画提案依頼という想定で、【企画提案書】を制作する。
★指定された企画を考えてみる②。（テーマがあれば、テーマに従う）

考案した【企画提案書】をディベート的議論によって討議する。
オリジナル短編(6KB：3,000文字程度)シナリオの執筆を行う①

プロット及び本文の執筆。

オリジナル短編(6KB：3,000文字程度)シナリオの執筆を行う②

オリジナル短編(6KB：3,000文字程度)シナリオの執筆を行う③

執筆した短編シナリオの講評及び解説により、問題点の学習をする。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

シナリオは、それを必要とするゲームの中では最重要コンテンツとして扱われるジャンルです。

人の心を揺さぶるものは『物語』であり、それらを通して得られる『（物語）体験』です。

いわばエンターテインメントとしての心臓部ですから、しっかりと学び、アウトプット（執筆）できるようになってくほしいと思います。

また、コンテンツの企画立案には、ズバ抜けたアイデアよりも説得力ある内容に裏付けされた企画が重視されます。

常にインプットとアウトプットを忘れずに、授業に臨んでほしいと思います。

　【使用教科書・教材・参考書】　

ティラノスクリプト（ノベルゲーム開発ツール）等使用予定。

yoshi
取り消し線



Scenario Writing
60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

シナリオを執筆する際の基本的な考え方（テーマ、コンセプト）を学習した1年次でしたが、2年ではより高度な実践的なテクニック、

知識、演出方法などを学んでいただきます。

ゲームでは、最後に人の心を揺さぶるものは『物語』であり、それらを通して得られる『（物語）体験』の満足度が、その作品の評価につながります。

感動を与える作品作りを一緒に学びましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】　

ティラノスクリプト（ノベルゲーム開発ツール）等使用予定。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

★自由に企画を考えてみる①。（テーマがあれば、テーマに従う）　※シナリオ優先の場合はシナリオの授業に切り替え。

これまで学習したことを実践する。
★自由に企画を考えてみる②。（テーマがあれば、テーマに従う）　※シナリオ優先の場合はシナリオの授業に切り替え。

ディベート的議論によって、立案された企画について討議する。

アナログ作品などをプレイし、その評価、感想戦を行う。

苦手ジャンルのシナリオライティングに挑戦する。

どのようにすれば苦手ジャンルでも面白い作品に見えるようになるのかを学習。

アドベンチャーツール（ティラノスクリプト）の使用法を学ぶ。

★オリジナルシナリオを元に、企画書を作る。

★オリジナルシナリオ、と企画書を元に、ノベルアドベンチャーゲームを作る。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

★指定された企画を考えてみる①。（テーマがあれば、テーマに従う）　※または、アドベンチャーツールの使用法を学ぶ①

企業からの企画提案依頼という想定で、【企画提案書】を制作する。

オリジナル短編(10KB：5,000文字程度)シナリオの執筆を行う①

プロット及び本文の執筆。

オリジナル短編(10KB：5,000文字程度)シナリオの執筆を行う③

執筆した短編シナリオの講評及び解説により、問題点の学習をする。

★指定された企画を考えてみる②。（テーマがあれば、テーマに従う）　※または、アドベンチャーツールの使用法を学ぶ②

考案した【企画提案書】をディベート的議論によって討議する。

オリジナル短編(10KB：5,000文字程度)シナリオの執筆を行う②

ゲームシナリオのフォーマット（一般的書式）に従ったオリジナルシナリオの作成を行う②

執筆、評価等。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1987年～　コナミ工業株式会社（現コナミDE）にデザイナーとして入社。MSX2、FC、SFC等の開発に従事。

その後、ヒューネックス株式会社入社。開発責任者兼プランナー兼シナリオライターとして多くの作品に携わる。

2000年～　株式会社アルカディアエンターテイナー設立。代表取締役社長。シナリオ、企画、デザイン、web制作等、現役開発者として幅広く活躍。

　【授業の学習内容】　

・プロのシナリオ作品を解析し、ゲームシナリオの本質を学ぶ。

・魅力のあるシナリオとは何かを学び、自身の個性を上乗せする技術を身に付ける。

・苦手ジャンルを面白く見せるための表現方法を学ぶ。

・シナリオ（ノベル）アドベンチャーゲームの制作方法を学び、シナリオ演出などを学習する。

　【到達目標】　

1年時に学んだシナリオライティングの基礎をベースに、複数ジャンルの魅力ある短編ゲームシナリオが書けるようになる。

読み手を惹きつける【世界観設定】が考案できるようになる。

授業計画・内容

プロのシナリオの解析を行い、その構造や、どのようにして魅力的な内容にしてあるのかをを学ぶ。

ゲームシナリオのフォーマット（一般的書式）に従ったオリジナルシナリオの作成を行う①

構想、プロット制作等。

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

シナリオライティング
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 黒野　學

授業

形態



Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 月曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

企業研究
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 木下　貴之

授業

形態

α版制作

実習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1996年よりFLIGHT-PLANにてRPG/SRPGをメインとした開発を行う。2010年よりFELISTELLA株式会社を設立し、ネプテューヌシリーズやアズールレーンなどの開発を行う。

プログラム、企画、外部管理、ディレクション、プロデュースなどを業務範囲とする。

　【授業の学習内容】　

チーム制作を通じて問題解決能力や技術の進展をはかります。嫌なことから逃げない、責任を持つ、自分の担当にとらわれず大きな目線でプロジェクトを考えることができるように

なりましょう。また制作した作品をショウに出展することで、自分の考える面白さ、品質とお客さんの考える面白さ、品質の違いに気づき、第三者の意見も自分なりに解釈できる能

力を身につけましょう。

　【到達目標】　

ショウへプレイアブル状態で出展すること。

授業計画・内容

チームビルディング、制作のテーマ発表、チーム内ディスカッション

各チーム企画発表。担当者、スケジュール、使用するゲームエンジンの決定。学習する内容の洗い出し。

各チーム企画相互プレイ、デバッグ、感想交換会

α版制作

α版制作

α版締め切り＆成果物発表

β版制作

β版制作

β版制作

β版制作

β版締め切り＆成果物発表

マスター版に向けた調整、実装

マスター版に向けた調整、実装

マスター版制作締め切り＆成果物発表

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

ゲーム業界に入りたい！強い意欲をもって参加してください。授業だけでなく、自宅や学校でも制作を続ける努力が必要です。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Business seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 土曜日5限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

企業研究
必修

選択
必修 年次 3 担当教員 木下　貴之

授業

形態

講義：企業研究（福利厚生の仕組み、会社の仕組み、雇用形態など）

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1996年よりFLIGHT-PLANにてRPG/SRPGをメインとした開発を行う。2010年よりFELISTELLA株式会社を設立し、ネプテューヌシリーズやアズールレーンなどの開発を行う。

プログラム、企画、外部管理、ディレクション、プロデュースなどを業務範囲とする。

　【授業の学習内容】　

就活に向けた情報収集、ポートフォリオを中心とした制作物の作成アドバイス、企業研究を行います。制作は前の時間から引き続きゼミの内容を踏襲します。

　【到達目標】　

エントリーできる書類の作成、内々定の取得

授業計画・内容

個人面談（目指す職種や会社、自身の強みなどのヒアリングを行います）

個人面談２（目指す職種や会社、自身の強みなどのヒアリングを行います）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

就職作品制作１（随時相談）

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

就活が始まるにあたり、自分が何をしたいのかをしっかり考え、それをアピールできるポートフォリオを作成できるよう、アドバイスやサポートを行います。

受けたい企業の研究やリサーチなどをしっかり行い、企業から会ってみたい人材となることを目指しましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 水曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

　【使用教科書・教材・参考書】

鉛筆、消しゴム、ノート、状況によりパソコン（パワーポイント、エクセルなど）を使用する

後期ガイダンス：後期の制作に向け目標を設定することができる。

評価

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 課題提出40％

コミュニケーションスキルアップ検定

アイデアワークショップ④：アイデアの出し方について

業界研究①：イベントや展示会などの見学を通して最新の情報を得ることができる。

業界研究②：イベントや展示会などの見学を通して最新の情報を得ることができる。

夏季休暇前ガイダンス：OB・OGや就職内定者の講義を聞き、業界知識を得ることができる。

コミュニケーションスキルアップ①：コミュニケーションの重要性を論理的に理解することできる。

コミュニケーションスキルアップ②：コミュニケーション力を活用することができる。（ワークショップ）

アイデアワークショップ②：アイデアの出し方について

アイデアワークショップ③：アイデアの出し方について

コミュニケーションスキルアップ模擬試験

・如何なる状況下においても、創意工夫できるアイデア力を身に着けることができる。
・目指す進路先の業界知識を得ることができる。
・目的達成に向けて明確なキャリアパスを描けるようになる。
・コミュニケーション能力を発揮し、ホスピタリティを持った人物を目指す。
・クリーエーターとして客観的視点をもつことができる。

授業計画・内容

前期授業説明：校内での共通ルールや考え方、前期授業について理解することができる。

ITガイダンス：ITリテラシーについて理解することができる。

アイデアワークショップ①：アイデアの出し方について

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

社会人として必要な「気構え・身構え・心構え」を養うキャリア教育を行います。
授業では、ワークショップを中心にコミュニケーション能力やアイデア力を強化するカリキュラムを行います。
また、業界について深く知る機会を多く設けるなど、職業研究・海外研修に向けた国際教育的要素も取り入れています。

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

キャリアデザイン
必修
選択

必修 年次 1 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



1

Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 火曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

【2年生】全体的な構図イメージの制作　ラフデザイン ③　『提出』

【2年生】全体的な構図イメージの制作　ラフデザイン ②

【2年生】全体的な構図イメージの制作　ラフデザイン ①　コンセプトの決定

【2年生】見せ方と完成イメージをつかむ ②

【2年生】見せ方と完成イメージをつかむ ①

【2年生】レイアウトの制作と素材準備・モックアップ制作を理解する ②

【2年生】レイアウトの制作と素材準備・モックアップ制作を理解する ①

【2年生】自己PRに関しての注意点を理解し作品説明文の作成する ②

【2年生】自己PRに関しての注意点を理解し作品説明文の作成する ①

【2年生】余白・文字・色調・飾他について理解する。

【2年生】後期始まりまでの取り組みと対策について　 　『個人面談』

【2年生】現段階での問題点の洗い出しと克服対策

【2年生】レイアウトの制作と素材準備・モックアップ制作を理解する ③

請求力のあるオリジナルポートフォリオの完成を前提にして、就職活動用・デビュー活動用・クリエイターとしてのポートフォリオに対する打ち出し方の違いを理解し目的に合わせた

表現方法を理解し自身の目的に沿ったポートフォリオの企画構成しスケジュール管理と作業スピードを意識してオリジナルのポートフォリオを制作出来る様になること。

授業計画・内容

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。

点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

昨今、ポートフォリオに求められる内容は年々厳しくなっています。　自分自身何が出来ます。何を得意としますと言葉で伝えられる様な場面が就職の際には出来な

い事が大半ですので、しっかりとした戦略的なポートフォリオを一緒に制作し完成させていきましょう。　クリエイターになるための登竜門ですのでベストを尽くし自身

の夢の現実の為に人の時間を気にせず我武者羅な時間を愉しく過ごしましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

過去の作品・ラフイメージ記載のスケッチブックなど必要となる授業の際は持参すること。　必要な用紙・製本素材・加工用品などは各自で用意する。

【2年生】ポートフォリオ制作における考え方と自身の作品リストアップ

【2年生】他己分析と自己分析　作品リストアップ　 　『個人面談』

　【担当教員_　実務者経験】　

ST.DO 代表。　JAGDA(日本グラフィックデザイン協会)　正会員。主なクライアントは株式会社バスディジャパン・株式会社ZIPUP他にてアーティストの会報やグッズ制作、ロゴ、パッ

ケージ、パンフレットや店舗デザインなどを手掛ける。国内・海外ポスター展など多数出展。

　【授業の学習内容】　

様々な業界で何を求められているか、どの様なスキルと成果物が必要とされているかを知り、自身の個性についての打ち出し方を始めポートフォリオで求められる術を学んでい

きます。また様々な業界位で活躍するOB・OGなどから今求められてるスキル・作品などの情報を活かした見応えのあるオリジナルポートフォリオを制作しつつ、グラフィックデザイ

ンで求められるスキル他を学習していきます。

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名

（英）

キャリアデザイン
必修

選択
必修 年次 2 担当教員 鈴川　貴久

授業

形態
演習

総時間

（単位）

yoshi
取り消し線



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 2 曜日/時限 木曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

　【使用教科書・教材・参考書】

鉛筆、消しゴム、ノート、状況によりパソコン（パワーポイント、エクセルなど）を使用する

後期ガイダンス：後期の制作に向け目標を設定することができる。

評価

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 課題提出40％

個別進路相談②

個別進路相談③

集団面接模擬体験②

個別面接模擬体験②

夏季休暇前ガイダンス：OB・OGや就職内定者の講義を聞き、自身の就職活動に活かすことができる。

就職活動スキル②

就職活動スキル③

集団面接模擬体験①

個別面接模擬体験①

個別進路相談①

・如何なる状況下においても、創意工夫できるアイデア力を身に着けることができる。
・目指す進路先の業界知識を得ることができる。
・目的達成に向けて明確なキャリアパスを描けるようになる。
・コミュニケーション能力を発揮し、ホスピタリティを持った人物を目指す。
・クリーエーターとして客観的視点をもつことができる。

授業計画・内容

前期授業説明：3年時の目標設定を各自行い、スキルアップのフローを立てることができる。

ITガイダンス：ITリテラシーについて理解することができる。

就職活動スキル①

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

社会人として必要な「気構え・身構え・心構え」を養うキャリア教育を行います。
授業では、ワークショップを中心にコミュニケーション能力やアイデア力を強化するカリキュラムを行います。
また、業界について深く知る機会を多く設けるなど、職業研究も取り入れています。

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

キャリアデザイン
必修
選択

必修 年次 3 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。
点数 ８０点以上をＡ、７９点～７０点をＢ、６９点～６０点をＣ評価とし、５９点以下はＤ評価（不合格）とする。

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(実技試験・レポート等評価)40% とする。
なお、本授業においての技術評価は以下の割合にておこなう。
◎実技確認問題20%
◎演習課題提出(実技課題提出70%、レポート課題提出10%）の仕上がり度80%

　全員が同じものをつくる流れ作業のような授業は好きではありません。個性を尊重しつつ、それが商業ベースに乗るようにアドバイス、ディスカッションし
ながら進めていきたいと思います。

アプリケーションソフトウェアは、あくまでも道具であり、それをいかに使うことができるかにより自分のほしいものを得ることができます。
まずはリラックスして、授業に参加してください。PCが苦手、デザインがわからないという人でも心配しないでください。共にがんばりましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】　

・ Illustrator 操作とデザインの教科書  技術評論社
・Photoshop 操作とデザインの教科書  技術評論社

評価

illustrator③　①、②の復習を行う。　なぜこうなるのか？原因が自分で解決できるようになる。印刷知識を得て、トンボの意味がわかるようになる。

illustrator④　文字入力　たかが文字、されど文字　書体バランスが違うだけで見栄えが変わる。文字入力後の微調整ができるようになる。

illustrator⑤　③、④を合わせた復習①　どこまで理解できているかを知るため、演習問題を行い弱点を理解し今後気を付けて制作できるようになる。

illustrator⑤　③、④を合わせた復習②　ファイル形式について。　データ受け渡しの際、適したファイル形式でやりとりできるようになる。

Photoshop①　基本操作を習得する。実践しながら解像度を理解する。レイヤー、カラーモード、解像度が理解できるようになる。

Photoshop②　保存の際のファイル形式の知識を実践しながら学ぶ。　アプリケーション間でデータのやりとりができるようになる。

Photoshop③　Photoshop のレイヤー効果、フィルタを使用し、画像処理を行う。　フィルタによる効果が理解できるようになる。

Photoshop④　画像の著作権について。　選択ツールを使用する。作業に適した選択ツールを選べるようになる。

illustarator＆Photoshop①　互換について実技を通して学び、場面に応じて部分的にアプリケーションの使い分けができる。

illustarator＆Photoshop②　基本操作を踏まえて、応用操作を行う①　基礎を確認し、応用操作ができるようになる。

illustarator＆Photoshop③　応用操作を踏まえて、作品制作を行う。　指示されたオペレーションが的確にできるようになる。

illustrator②　曲線ツールを使用し図形、形を描画する。　曲線ツールの動きを理解し、操作できるようになる。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

デザイン業界は勿論のこと、一般企業でも導入されているデザインアプリケーションAdobe illustrator,Adobe Photoshopを使用し、オペレーションの基本操作を
習得する。前期は基本操作を習得しながら、作品制作を進めていく。
併せて、業界や一般社会で使用する用語を使いながら進めていくので、用語も徐々に覚えてもらいたい。

　【到達目標】　

発想したものをディジタルで表現することができよう、コンピュータ技術を身につけ、アナログからディジタルの変換ができるようになる。
印刷、Webサイトどちらでも対応できるスキルを身につけられるようになる。
依頼されたものをバランス感覚などを身につけ、自分の判断で修正しながら完成できるようになる。

授業計画・内容

授業について　 ハードディスクフォーマットを行う。　Macの基本操作について理解、実体験し、次回からアプリケーションの準備ができるようになる。

illustrator①　簡単な形を変形させて違う形を得る。　形にあるパス、ポイントの仕組みを理解し、操作できるようになる。

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 担当教員

授業
形態

コンピューターデジタル基礎

Computer Basic
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