
Game programming 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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 スーパー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 スーパー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】　



Game Programming 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 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

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 4 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】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ科 4 曜日/時限 月曜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

　【使用教科書・教材・参考書】

書籍：スッキリわかるPython入門 スッキリわかるシリーズ、動かして学ぶ!　Python Django開発入門

会員用機能を作る

復習及び補講

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。

クラスの仲間で助け合い学びましょう。教え、教え合える関係を築きましょう。

Djangoの概説、Webアプリ開発前の準備

トップページを作りこむ

問い合わせページのフォーム画面を作る

フォーム機能を作り上げる―メール送信

Djangoに認証機能を追加する

繰り返し処理について学ぶ（for文、while文、breakとcontinue）、演習問題

関数について学ぶ（関数の呼び出し、引数と戻り値、可変長引数）、演習問題

関数について学ぶ（演習問題）

復習及び補講

オブジェクトについて学ぶ（クラス、値、参照）、モジュールについて学ぶ（ファイル入出力、標準ライブラリ、パッケージ、外部ライブラリ）

ITシステム開発の実践に活かせる、ITの基礎知識、プログラミングの基礎技術を身につけること。実務的な開発課題への取り組みを通して、ITシステム構築の基礎を
身につけることを目標とする。本授業修了時には、pythonを使用しての基本的なプログラム開発、設計、テストができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、プログラミングの基本、開発環境の準備、pythonとは、変数とデータ型

コレクションについて学ぶ（リスト、リストの要素の追加・削除・変更、ディクショナリ、タプル、セット）

プログラムの流れ、条件分岐について学ぶ（if文、else if、if文のネスト、ブロックとインデント）、演習問題

　【担当教員_　実務者経験】　

エイチームにてプログラマーとして経験を２年積んだのち、フリーランスで約1年間活動。その後名古屋のソフトウェア会社に入社し販売管理システム、自動倉庫管理
システム開発に携わり、システムエンジニアを約５年経験。2005年～2018年は自動車部品製造会社の取締役としてIT部門を立ち上げ、製造部・営業部へのITシステ
ム開発・導入に携わりました。2018年4月に独立起業しソフトウェア開発事業を行っています。2019年11月に法人化。

　【授業の学習内容】　

AIエンジニアになるにはプログラミング言語「Python」の習得は不可欠となる。
Pythonを使用しIT、プログラミングの基礎や開発のベースとなるシステム設計を学習する。

　【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）

ゲームプログラミング

Game Programming 

必修
選択

選択 年次 1 担当教員 齊田　裕介

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 ｽｰﾊﾟｰｹﾞ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

　【使用教科書・教材・参考書】

書籍：Python2年生データ分析のしくみ、Python3年生 機械学習のしくみ

機械学習のいろいろなアルゴリズム―分類（ランダムフォレスト）

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%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

クラスの仲間で助け合い学びましょう。教え、教え合える関係を築きましょう。

機械学習の手順を理解しよう

機械学習のいろいろなアルゴリズム―回帰

機械学習のいろいろなアルゴリズム―分類（ロジスティクス回帰）

機械学習のいろいろなアルゴリズム―分類（SVM）

機械学習のいろいろなアルゴリズム―分類（決定木）

データ分析　Matlotlibを使ってグラフ化

データ分析　正規分布

データ分析　回帰分析

機械学習の準備

サンプルデータを見てみよう　scikit-learnのサンプルデータセット

データ分析における前処理、代表値、正規分布の知識を身に着ける。Matlotlibを使い分析した結果をグラフ表示できるようになる。
機械学習モデルの開発手順を学ぶ。

授業計画・内容

データ分析の基礎。Jupyter Notobookのインストールと使い方

データ分析　前処理（表データ、データフレーム、欠損値の処理など）

データ分析　代表値

　【担当教員_　実務者経験】　

エイチームにてプログラマーとして経験を２年積んだのち、フリーランスで約1年間活動。その後名古屋のソフトウェア会社に入社し販売管理システム、自動倉庫管理
システム開発に携わり、システムエンジニアを約５年経験。2005年～2018年は自動車部品製造会社の取締役としてIT部門を立ち上げ、製造部・営業部へのITシステ
ム開発・導入に携わりました。2018年4月に独立起業しソフトウェア開発事業を行っています。2019年11月に法人化。

　【授業の学習内容】　

プログラミング言語「Python」を使用し、データ分析と機械学習の基礎を学ぶ。

　【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）

ゲームプログラミング

Game Programming 

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 齊田　裕介

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ科 4 曜日/時限 月曜5.6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】

書籍：最短コースでわかるPytorch＆深層学習プログラミング、PytorchではじめるAI開発

物体検出と学習済みモデル

動画の背景を入れ替える

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。

クラスの仲間で助け合い学びましょう。教え、教え合える関係を築きましょう。

チューニング技法

事前学習済みモデルの活用

カスタムデータの分類

定点カメラの映像を認識する

教師データにない状況を異常検出

線形回帰

2値分類

多値分類

MINISTを使った数字認識

CNNによる画像認識

「pytorch」を使用し画像分類、異常検出、物体検出を行うことができるようになる。

授業計画・内容

pytorchの基本機能

はじめての機械学習

予測関数の定義

　【担当教員_　実務者経験】　

エイチームにてプログラマーとして経験を２年積んだのち、フリーランスで約1年間活動。その後名古屋のソフトウェア会社に入社し販売管理システム、自動倉庫管理
システム開発に携わり、システムエンジニアを約５年経験。2005年～2018年は自動車部品製造会社の取締役としてIT部門を立ち上げ、製造部・営業部へのITシステ
ム開発・導入に携わりました。2018年4月に独立起業しソフトウェア開発事業を行っています。2019年11月に法人化。

　【授業の学習内容】　

プログラミング言語「Python」「pytorch」を使用し、深層学習の基礎を学ぶ。

　【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）

ゲームプログラミング

Game Programming 

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 齊田　裕介

授業
形態

演習
総時間
（単位）



CG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 金曜日2.3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）

CG制作
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 近藤　翔

授業

形態

「基本操作の習得」マテリアル〜UV展開について。

どのようにしてモデルデータにテクスチャ(色)が付いているか構造理解し、UV展開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】　

2015年〜2019年まで、モデラーとして東京のゲーム会社に就職し、ゲーム、映像の制作に携わる。

2019年よりフリーランスに転身し現在に至る。ゲームのキャラ、背景の制作に携わる。

　【授業の学習内容】　

MAYAやPhotoshopの操作、モデリングの基礎を学習する。

　【到達目標】　

コンピューター操作の基礎技術〜MAYAでのモデリング基礎操作を身につける。

デッサンや2Dデザイン他授業との連携の理解をし、進級制作展に向けて作品を制作する。

授業計画・内容

導入 業界について MAYAの起動からインターフェース、基本操作を理解する。

「基本操作の習得」 モデリング基礎。様々な用途に合わせたポリゴン編集方法を理解し、ポリゴン編集の基礎ができるようになる。

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。

「基本操作の習得」Photoshopを使用しテクスチャを作成する 写真加工とレイヤースタイル

「基本操作の習得」 テクスチャ・モデル調整

課題1「モデリング1」 モデリングの基礎ができているのか確認。復習。

課題1「モデリング1」 テクスチャ制作の基礎ができているのか確認。復習。

課題3「キャラ素体」 教科書Maya トレーニングブック

課題3「キャラ素体」 教科書Maya トレーニングブック

課題4「自由制作」

課題4「自由制作」

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。

課題3「キャラ素体」 教科書Maya トレーニングブック

課題4「自由制作」 制作物のコンセプトボード作成。どのようなモデル作成を行うか講師と相談し決定。

制作物のリサーチ〜スケジュール立て。モデリン グ制作開始まで。

自らの発想とモデリングを組み合わせた実習、自身の方向性や今後の指針を構築。

課題4「自由制作」

課題4「自由制作」

・授業では必ず、教科書とメモ帳、ペン、USBメモリやポータブルハードディスクなどの記録メディアを持って来て下さい。

・授業内では質問やアンケート等など活用してより良い授業をみんなで作っていければと思います。

・授業外での学習も必須になります、学校で他授業が無い時を見つけて(教室が空いているとき)有効活用して授業の復習や自主学習など行い、スキ

ル アップを目指していただきたいです。

・授業の進みによって授業内容や順序を変えたりします。

　【使用教科書・教材・参考書】　

・Autodesk Maya トレーニングブック 第4版



CG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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

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 3 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 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜4.5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

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 4 担当教員 水野　貴仁

授業

形態

k.yoshikawa
取り消し線



IT・ICT 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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

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
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 永田　真澄

授業
形態

HTMLにより制作された入力フォームの内容を、サーバサイドへGET送信して、Ｐｈｐで受け取り、受け取った情報を表示する。
PHP文書のフォーマット、コメント分の書き方、$_GET文、変数、代入文、print文、echo文

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】　

AIシステム。ハッキングを制作するにあたり、サーバサイドスクリプトであるＰＨＰを学習して、ユーザサイドから送られてきたデータを、どのように受け取って、データ
ベースサーバをアクセスして、どのようにしてユーザサイドへ結果を返却するかという一連のシステムの流れを理解して、
検索エンジンの基礎的な仕組みを理解できるようにする。

　【到達目標】　

HTML５について、基本的な入力フォームを作成できるようにする。結果の表示を出来るようにする。
PHPについて、送られてきたデータを基に、データベースを検索し、結果をHTML文書にしてブラウザで表示出来るようにする。
SQLについて、Mysqlサーバに対して、基本的なリレーショナルテーブルの作成・リクエストクエリーによるレスポンスの受け取り、HTML文書の制作が出来るようにす
る。

授業計画・内容

ｐｈｐ概要説明、入力から実行までの手順。HTML５を使って、テキストボックスとボタンによる基本的な入力フォームの制作をする。（ＨＴＭＬのタグの説
明）

HTMLを使って、入力フォームの制作をする。ＨＴＭＬを使って、表形式の入力フォームの制作をする。

課題のまとめ

HTMLにより制作された入力フォームから、身長と体重を入力して、サーバサイドへ送信して、Body Mass Indexを計算するなど
簡単な計算をさせるプログラムの作成を何題か行う。算術演算子、文字列演算子、複合演算子
HTMLにより制作された入力フォームの内容を、サーバサイドへPOST送信して、Ｐｈｐで受け取り、受け取った情報をテキストファイルに書き込む。
$_POST、ファイルポインタ、fopen文、fputs文、fclose文、オープンモード
ＨＴＭＬにより制作された入力フォームで、商品番号を入力して、サーバサイドへ送信して、Ｐｈｐで受け取り、その商品番号に対する商品名（ファイルに書
き込まれている）を表示する。fgets文、if文、比較演算子、論理演算子、while文
ファイルに色々な情報を書き込んで、いろんな問い合わせをしてみる。
配列、for文、switch文
Ｍｙｓｑｌを使って、テーブルの作成をする。
ＳＱＬ文、create table、create database、use、set、Create User、grant、select、フィールド名、型
Mysqlを使って、いろんなリレーショナルテーブルを作成する。
select join
Mysqlを使って、作成したテーブルから、いろいろな検索を行い、その結果を色々な形で表示する。
select where order group having union
Mysqlを使って、作成したテーブルから、いろいろな検索を行い、その結果を色々な形で表示する。
select where order group having union
ｐｈｐで、Mysqlと接続し、SQLを使って、テーブルを検索して、結果をブラウザで表示する。
mysqli_connect,mysqli_connect_errno(),die,mysqli_select_db,mysqli_close,mysqli_query,mysqli_fetch_row,mysqli_free_result

モデルケース１、モデルケース２、モデルケース３を課題として出題、htmlによる入力から、結果表示までを制作し提出

モデルケース１、モデルケース２、モデルケース３を課題として出題、htmlによる入力から、結果表示までを制作し提出

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。

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。

ブラウザ上からのデータ入力→サーバサイドでのDBアクセス→結果の表示は、AIの仕組みを作ることの基本的なシステムの流れです。サーバサイド
の処理を行う言語には、いろいろなものがありますが、PHPは、その中でも、学習するのに最もとっつきやすいものであり、データベースとの接続性に
最も優れた機能を持つＣＧＩ言語です。ここをしっかりおさえて、上位であるJavaの学習につなげるようにしてください。プログラミング初心者の皆さんに
とって、最も無理のないプログラミングが可能だと思います。自宅にパソコンとインターネット環境があれば、容易に環境が作れますので、授業外での
練習問題を自力で必ず１度作ってみることを忘れずにやってください。授業だけ受けていても力はつきません。必ず自習学習を繰り返してください。

　【使用教科書・教材・参考書】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 火曜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）

IT・ICT

IT・ICT

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 永田　真澄

授業
形態

フォームの入力値を、その都度チェックしてミスを修正させるJavascriptプログラムの練習問題

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】　

１年次学習したＨＴＭＬ５＋ＣＳＳ＋Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ＋ＰＨＰ＋Mysqlの応用編である。ユーザサイドのさらに詳細な設計（特にJavascript)とサーバサイドにおけるオブジェク
ト指向化
関数化プログラムを使えるようにする。

　【到達目標】　

入力に対してのミスチェックを、クライアント側で行い、サーバサイドのプログラムの負担を軽くする。及びサーバサイドでは、主な処理プログラムを関数化して、複数
のプログラムから呼び出して、汎用的に使えるようにする。

授業計画・内容

フォームの入力値を、その都度チェックしてミスを修正させるJavascriptプログラムの練習問題

フォームの入力値を、その都度チェックしてミスを修正させるJavascriptプログラムの練習問題

課題の提出

フォームの入力値を、その都度チェックしてミスを修正させるJavascriptプログラムの練習問題

ＷｅｂＡＰＩの仕様により、他のデータベースからレスポンスを受け取り、その値をデータベースに登録する練習問題

ＷｅｂＡＰＩの仕様により、他のデータベースからレスポンスを受け取り、その値をデータベースに登録する練習問題

ＷｅｂＡＰＩの仕様により、他のデータベースからレスポンスを受け取り、その値をデータベースに登録する練習問題

ＷｅｂＡＰＩの仕様により、他のデータベースからレスポンスを受け取り、その値をデータベースに登録する練習問題

ｐｈｐプログラムの処理の関数化、オブジェクト化プログラミング練習問題

ｐｈｐプログラムの処理の関数化、オブジェクト化プログラミング練習問題

ｐｈｐプログラムの処理の関数化、オブジェクト化プログラミング練習問題

ｐｈｐプログラムの処理の関数化、オブジェクト化プログラミング練習問題

各自モデルケースを設計し、入力からデータベース登録、データベース検索までの設計道理に動くプログラムシステムの課題制作

各自モデルケースを設計し、入力からデータベース登録、データベース検索までの設計道理に動くプログラムシステムの課題制作

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。

１年次の基礎編は、楽しんでプログラミングをすることを目的に、まずプログラミングに興味を持ってもらう為の授業を心掛けました。
さらに、この応用編では、実務的に使い物になるプログラムシステムの構築を目指します。内容的に少し複雑になります。なので、問題形式でプログラム
を何度も作り、アルゴリズムの習得に力を注ぎます。落ちこぼれないようしっかりモチベーションを保ってもらえば、直接就職につながる可能性のある内
容になると思います。

　【使用教科書・教材・参考書】　



3

60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜1.2限限

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 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜1.2限限

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

4

(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】　



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) を制作

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いる

　【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）スーパー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）スーパー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）スーパーゲームクリエーター科



(Design thinking) 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 2 曜日/時限 木曜日1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】

デザインシンキング・デジタルトランスフォーメーション・ブランディングデザイン・マーケティング・SDGsの活用とアップデートについて理解を深めます。

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%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

デザインシンキングは現代社会において必要不可欠な考え方となっています。また時代の流れと共に常にアップデートしていかなければ新規制も生まれ
ませんので、知識だけではなく体感として習得し行動出来る人材になって下さい。

ブランディングデザインについて③　周知させるための効果的な仕組みづくりを考え発表する。

マーケティングについて①　専門用語とワークフローについて学び理解できる様になる。

マーケティングについて②　売るための効果的な仕組みづくりを考える。

マーケティングについて③　売るための効果的な仕組みづくりを考え発表する。

SDGsについて　17のゴールと169のターゲットについて学び理解できる様になる。

デジタルトランスフォーメーション（DX）②　既存のUI / UXについてデザイン思考を用いて課題点を発表し解決する為のプロセスを導き出す。

デジタルトランスフォーメーション（DX）③　既存のUI / UXについてデザイン思考を用いて課題点を発表し解決する為のプロセスを発表する。

ブランディングデザインとマーケティングの違いについて理解できる様になる。

ブランディングデザインについて①　専門用語とワークフローについて学び理解できる様になる。

ブランディングデザインについて②　周知させるための効果的な仕組みづくりを考える。

ブランディングデザイン、マーケティングで求められる様々な課題に対してグラフィックデザインのスキルを活用して、導き出せることを目標とします。

授業計画・内容

デザインシンキング（デザイン思考）とデジタルトランスフォーメーション（DX）について理解できる様になる。

デザインシンキング（デザイン思考）の専門用語とデザイナーの視点について事例を基に学び理解できる様になる。

ジタルトランスフォーメーション（DX）①　既存のUI / UXについてデザイン思考を用いて課題点を考える。

　【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ナー協会）正会員　主なクライアントは株式会社バスデイジャパン（Bassday・Zipbaitsブランド）、株式会社ZIPUP、株式会社ゼスト等　　企業コンサルティング、商品ロ
ゴ、パッケージ、パンフレット、グッズ、アーティストファンクラブ会報誌、ポスター等のデザインを手掛ける。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】　

AIの技術を使いて顧客の課題解決を図ることの出来る人材育成と課題設定や問題解決の方法、アイディアの出し方を学ぶ。

　【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）

デザインシンキング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鈴川貴久

授業
形態

演習
総時間
（単位）



30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 2 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

デザインシンキング

Design Thinking



Writing Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 水曜4.5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

【使用教科書 教材 参考書】

使用ソフト／Ｍｉcrosoft Ｗord　、　Discord

【実力試し】「文章系授業の半期を終えて思うこと（400～500字）」①読み手（講師）に何を伝えるか、から考察。……文章を書く前に骨子を決める訓練が
できる。

【実力試し】「文章系授業の半期を終えて思うこと（400～500字）」②伝えたいことを規定の文字数でまとめる。……文章を一定の文字数内に納める訓練
ができる。

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(レポート・制作物等)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。
◎演習課題の提出率…３０%
◎演習課題の完成度…７０%

「ライティング能力を身に付ける」と言っても、身構える必要はありません。
大事なのは、難しい言葉を知っていることでも、かっこいい言い回しができることでもない。
【誰もが理解できる言葉で、言いたいことをきちんと伝えられる】こと。
……それこそがライティング能力だからです。楽しんで書いていきましょう。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《新聞記事❶を要約》に挑戦　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができる。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《新聞記事❶を要約》に挑戦　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができる。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《新聞記事❷を要約》に挑戦　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができる。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《新聞記事❷を要約》に挑戦　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができる。

【講義】　「言いたいことが読み手に伝わる文章」を書くには……読みやすい文章を書くコツやポイントを掴むことができる。

【日本語レッスン】構文力を付ける　演習問題《てにをはの添削》に挑戦　……主語と述語がねじれることに違和感を持てるようになる。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《漫画の一場面を解説》に挑戦①　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができ
る。

【日本語レッスン】要約力を付ける　演習問題《漫画の一場面を解説》に挑戦②　……客観性をもって全容・本質を掴み、それを骨組みにする訓練ができ
る。

【演習】来週の課外授業「ミロ展」鑑賞を前に、ミロという芸術家の思想や生きた時代、作品の意図などを調べてレポートにまとめる（５００～８００字）。

【美術展観賞「ミロ展」】帰校後、事前イメージとのギャップや発見などをレポートにまとめる（４００～５００字程度）。
……非日常のアーティスティックな刺激を受けることができる。

一番は、●社会人として求められるライティングスキルを身に付けること。
そしてやがて来る就職活動時期に備えて、基礎的な文章力を付けることです。年間を通して目指したいのは、特に以下のような専門領域で求められる文章スキルの
底上げです。
●SNSやブログ等を通して、伝えたい情報を発信していけるプロゲーマー・イベントスタッフになること。
●ゲームレビューやイベントレポートなどのライティング作業もこなしていけるプロゲーマー・イベントスタッフになること。
●読み手に伝わるイベント企画書や進行台本などを制作できるイベントスタッフになること。

授業計画・内容

【オリエンテーション】e-sportsで、なぜ「文章系授業」か？　　【演習】　自己紹介文作成。

【日本語レッスン】構文力を付ける　演習問題《言い換え》に挑戦　……主語と述語がねじれることに違和感を持てるようになる。

【日本語レッスン】構文力を付ける　演習問題《二文を一文に》に挑戦　……主語と述語がねじれることに違和感を持てるようになる。

　【担当教員_　実務者経験】　

コピーライターとして1988年までデザインプロダクションに所属したのち独立。大学等の教育機関や企業をクライアントに広報活動を支援。パンフレット・リーフレット・ポ
スター・雑誌・webサイト等を媒体に広告の企画制作に携わる。

　【授業の学習内容】　

前期はまず文章の基礎の基礎を知る、ことから始めます。簡単な練習問題も用意しますので、難しく考えずにチャレンジしてみてください。正しい日本語を書くために、
どこに着目し、どう言葉を紡いでいけばいいか、をわかりやすく解説していきます。

　【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）

文章制作
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 近藤　萌苑

授業
形態

演習
総時間
（単位）



 Scemario Writing 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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）

シナリオライティング
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 近藤　萌苑

授業
形態

【演習】黄金ひな型をスイッチにアイデア量産❸バディもの編……繰り返せば、テンプレを使って次々物語を紡ぐ技量が備わってくる。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

コピーライターとして1988年までデザインプロダクションに所属したのち独立。大学等の教育機関や企業をクライアントに広報活動を支援。パンフレット・リーフレット・ポ
スター・雑誌・webサイト等を媒体に広告の企画制作に携わる。

　【授業の学習内容】　

アイデアをどう生み出し、それをどう物語へと発展させていくか。世の中で広く支持される物語の型を再確認しながら、そこにどうオリジナリティを反映させていくか。演
習を通して身につけていく。

　【到達目標】　

何もないところからオリジナルの物語を作りあげる…そのコツを「実践」を通して明確につかむことによって、
「自分にも書ける」という自信、「次も書きたい」というモチベーションに繋げる。

授業計画・内容

【オリエンテーション】・【演習】黄金ひな型をスイッチにアイデア量産❶特技・能力編……繰り返せば、テンプレを使って次々物語を紡ぐ技量が備わってく
る。

【演習】黄金ひな型をスイッチにアイデア量産❷ラブコメ編……繰り返せば、テンプレを使って次々物語を紡ぐ技量が備わってくる。

【講義】人は目新しさで面白がる。「スピード感」「緊迫感」を出すためのテク。【演習】自作の執筆・改稿。……ダメ出しを味方にして質を上げる人になれ
る。

【演習】黄金ひな型をスイッチにアイデア量産❸想定外の異変編……繰り返せば、テンプレを使って次々物語を紡ぐ技量が備わってくる。

【講義】知っておいて損はない物語の「型」　【演習】発想スイッチ　写真編………繰り返せば、代表的な型を使ってどんどん物語を紡ぐ技量が備わってく
る。

【講義】英雄神話に共通する構造　【演習】発想スイッチ　曲編………繰り返せば、名作の構造を使って次々物語を紡ぐ技量が備わってくる。

【講義】プロットとは　【演習】背景、時間、場所、伏線などを細かく設定……物語制作にはざっくりとした設計図が必要であることを認識できる。

【課外授業】人物スケッチ・背景スケッチ　自作のキャラやオリジナル設定・背景を増やすためのインプットを意識できる。

【講義】トキワ荘発の物語創作訓練とは
【演習】発想スイッチ～三題噺～】講師が準備したお題で妄想開始……繰り返せば、キーワードから物語を紡ぐ技量が備わってくる。

【講義】魅力的な人物を作るコツ。読者を主人公の味方に付けるには。脇役の光らせ方……自作のキャラの作り込み方を会得できる。

【演習】他者のプロットを読み、各自ダメだし・アドバイスを考察……続けることで、作品分析の目を養うとともに、読者の声に耳を傾ける創り手になれる。

【演習】他者のプロットを読み、各自ダメだし・アドバイスを考察……続けることで、作品分析の目を養うとともに、読者の声に耳を傾ける創り手になれる。

【講義】読者を引きずり込む冒頭。本筋を活かすサイドストーリーテク。【演習】自作の執筆・改稿……第一稿完成は、ゴールではないことを知ることができ
る。

【講義】「意外性」はこう作る。「リアリティがない」ってどういうこと？【演習】自作の執筆・改稿。……ブラッシュアップのコツを知ることができる。

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(レポート・制作物等)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。
◎演習課題の提出率…３０%
◎演習課題の完成度…７０%

王道と言われるパターンに少しアレンジを加えるだけでも、オリジナリティは生まれる。
大前提は「楽しむこと」。面白い物語の作者は必ず面白がって作っている。
まずは一本、最後まで書き切ることを目標にしよう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

使用ソフト／Ｍｉcrosoft Ｗord　・Ｍｉcrosoft　Exel



Game　Planning 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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 スーパー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 スーパー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】　



Game Plannig 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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 4 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】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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）

ゲーム企画

Game Planning

必修
選択

選択 年次 1 担当教員 松田　陵

授業
形態

チャットボット（日常会話）の実装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】　

AIの考え方に魅了され昨年2021年に介護職から転身。現在はAIに関する記事作成や法人コンサルティングの補助として従事。

　【授業の学習内容】　

前半（約1/3）でチャットボットに関する基礎的な内容をハンズオンで手を動かしながらチャットボットの仕組みを理解していきます。それを踏まえ後半では、チームを組
んで実際にチーム独自のチャットボット実装をしていきます。企画～開発までチームワークで実践的に学んでいただきます。

　【到達目標】　

前半では、チャットボットの仕組みを理解しテキストを用いてチャットボットの実装ができるところまでを目標とします。後半では、前半の知識を活用して、チームワーク
を学びながらより実務的なチャットボットの実装を行い、進級制作の完成を目標とします。

授業計画・内容

チャットボットの概要を理解する

AIと自然言語処理・音声処理について理解する。

評価

Webhook・チャットボット埋込（API、Web）の概要を理解する。

チャットボット（条件分岐を含むより複雑なシステム）の実装ができるようになる。

【制作】チーム編成・テーマ選定

【制作】企画・要件定義

【制作】実装①基本設計

【制作】実装②詳細設計

【制作】実装③詳細設計

【制作】実装④詳細設計

【制作】実装⑤開発・テスト

【制作】実装⑥開発・テスト

【制作】実装⑦開発・テスト

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】　 



Game Produce 60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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）

ゲームプロデュース
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 砂塚　佳成

授業

形態



Game Produce
60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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）

ゲームプロデュース
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 砂塚　佳成

授業

形態

　【到達目標】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜4.5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

【使用教科書 教材 参考書】

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

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%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題②：Pythonを使用したクラス分類問題

演習課題③：AzureMLを使用した回帰問題

演習課題④：AzureMLを使用した回帰問題

演習課題③：Pythonを使用した回帰問題

演習課題④：Pythonを使用した回帰問題

プログラミング言語やクラウドサービスなどを使用し、クラス分類や回帰問題及びディープラーニングによる画像分類といったAIについて、自ら考えながら様々な試行
錯誤を行い、精度の高いAIを作成するスキルを身につけることを目標とします。

授業計画・内容

演習課題①：AzureMLを使用したクラス分類問題

演習課題②：AzureMLを使用したクラス分類問題

演習課題①：Pythonを使用したクラス分類問題

　【担当教員_　実務者経験】　

AIの考え方に魅了され独学でAIを勉強し始め、IoTシステム技術やサイバーセキュリティなど幅広い分野を習得したのち介護職から業界に転身。学生野球や日本語教
育での指導経験を活かし現在はAIに関するセミナー講師、技術文書の作成や法人コンサルの補助として従事。

　【授業の学習内容】　

人工知能（AI）に関するさまざまなタスクを演習課題として取り組んでいただきます。前半でクラウドサービス（AzureML）やプログラミング言語（Python）を使用したクラ
ス分類問題と回帰問題、後半ではディープラーニングを使用した画像分類を各自ハンズオンで学んでいただきます。AI開発の基本となるデータの前処理手法から学
習モデルの構築まで一連の流れを演習します。

　【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）

ゲームプロデュース

Game Produce

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 松田　陵

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 木曜4.5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

【使用教科書 教材 参考書】

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

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%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題⑤：ディープラーニングによる画像分類

演習課題②：Pythonを使用したクラス分類問題

演習課題③：AzureMLを使用した回帰問題

演習課題④：AzureMLを使用した回帰問題

演習課題③：Pythonを使用した回帰問題

演習課題④：Pythonを使用した回帰問題

プログラミング言語やクラウドサービスなどを使用し、クラス分類や回帰問題及びディープラーニングによる画像分類といったAIについて、自ら考えながら様々な試行
錯誤を行い、精度の高いAIを作成するスキルを身につけることを目標とします。

授業計画・内容

演習課題①：AzureMLを使用したクラス分類問題

演習課題②：AzureMLを使用したクラス分類問題

演習課題①：Pythonを使用したクラス分類問題

　【担当教員_　実務者経験】　

AIの考え方に魅了され独学でAIを勉強し始め、IoTシステム技術やサイバーセキュリティなど幅広い分野を習得したのち介護職から業界に転身。学生野球や日本語教
育での指導経験を活かし現在はAIに関するセミナー講師、技術文書の作成や法人コンサルの補助として従事。

　【授業の学習内容】　

人工知能（AI）に関するさまざまなタスクを演習課題として取り組んでいただきます。前半でクラウドサービス（AzureML）やプログラミング言語（Python）を使用したクラ
ス分類問題と回帰問題、後半ではディープラーニングを使用した画像分類を各自ハンズオンで学んでいただきます。AI開発の基本となるデータの前処理手法から学
習モデルの構築まで一連の流れを演習します。

　【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）

ゲームプロデュース

Game Produce

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 松田　陵

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Creative Workshop 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 2 曜日/時限 火曜／ 3 時限目

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

　【使用教科書 教材 参考書】

30時間アカデミック Word&Excel2016（実教出版）

エクセルの関数②

エクセルの関数③

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。
◎テスト演習５０%
◎演習課題の完成度_合計５０%

ビジネス文書作成用アプリケーションソフトの代表である「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ」を十分習得し、今後の活動で普通に利活用できるようになってほしい。

エクセルの基本

表の編集と絶対参照

フローチャートの作成

グラフの作成と編集

エクセルの関数①

ワード文書への図形と表の挿入

段組と績横の混在、セッション区切り

ワード文書に便利な機能

ワードの総復晋

ワードの試験

◎Word 企画書の作成、スケジュール表の作成、ビジネス文書の作成
◎Excel 表、グラフの作成とデータベースとしての機能の習得・マクロ•Word&Excelの運携方法の習得
◎PowerPoint スライドの作成方法、ブレゼンテーションの見せ方の習得

授業計画・内容

オリエンテーション（通年の授集概蔓・評価基準・評価方法の説明）・「Microaoft Office」の概要について運解する

ワードを伎用する上での初期設定、ワードによるビジネス文書の基礎知識と作成

ワードによる企画書の作成

　【担当教員_　実務者経験】　

愛知県立高等学校にて、情報科の教員を務め、さらに、情報科教員の育成にも従事する。
2015年～ 2019年まで愛知教育大学情報教育講座の講師を務める。日本情報科教育学会会員。

　【授業の学習内容】　

もっとも着及しているビジネス文書作成用アプリケーションソフトの「Microsoft Office」の技術習得をめざす。
Word、Excelを使い、企画書の作成、スケジュール表の作成、ビジネス文書の作成方法やデータ処理の基本を学ぶ。
PowerPointでは、スライドの作成方法とプレゼンテーションの効果的な実施の仕方を学ぶ。

　【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）

クリエーティブワークショップ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 矢野宏彦

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Creative Workshop 30 開講区分 通年

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 2 曜日/時限 火曜日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】

特になし

「学習のまとめと復習」：これまでの授業で取り扱った内容の重要なポイントについて総復習を行います。

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% ＋ テスト評価50％で行います。

法律は、新聞やニュース等でよく耳にするものではありますが、日常生活の中で実際に法律の適用を意識することはほとんどないと思います。しかしながら、仕事をしていく
上では、それぞれの仕事に適用される法律について、必要最低限の知識を持った上で、自分の行動が、会社や自分自身に不利益とならないように気を付ける必要が出てき
ます。
こうした「仕事の上で気を付けるべきこと」それ自体は、各勤務先から配布されるガイドライン等や、OJT（On the Job Training）を通じて、知識を取得されるかと思います。そこ
で、本授業では、複数の弁護士の経験も交えながら、多人数でのディスカッションやQ&A等を通じて、応用のきく「法的バランス感覚」を培っていただきたいと考えています。

「インターネットでの表現の保護と規制」：インターネットを活用するうえで理解しておくべき知識として、表現が保護されていることの意味と規制される範囲、インターネット上
の表現に関するトラブルの対処方法について学習する。

「コンプライアンス」：コンプライアンスの定義／現代企業におけるコンプライアンスの重要性／実際のコンプライアンス違反事例について理解する。

プライバシーを守ろう！～個人情報保護法の基礎～：みなさんのプライバシーを守る「個人情報保護法」について解説し、基礎的部分を習得して頂きます。

「情報セキュリティ」：情報セキュリティに関する基礎知識、セキュリティと法律実務の関係性について理解する（ゲストスピーカーを交えた講義を予定）

「労働法」：社会人として働く上で知っておくべき労働法の重要ポイントを習得する。

契約書の読み方・考え方：特定の契約書を題材に、契約書の読み方や考え方を習得する。

「不正アクセス禁止法」：ハッキング／不正アクセスは日本の法律において、どのように禁止されているのか習得する。

ウェブサービスでトラブル発生！どうすればいい？～デジタルプラットフォームに関する法律～：ウェブサービスにおける利用規約の考え方やウェブサービスを巡る法的知識
について習得する。

「ブロックチェーン」：ブロックチェーンに関する基礎知識や最近の動向等について理解する（ゲストスピーカーを交えた講義を予定）。

「それ、アウトかも・・・」知っておくべき「著作権法」：身近な事例を交えて解説し、著作権法の基礎的内容を習得する。

現実の社会では、単純に「法的知識」が豊富であるだけでは対応できない問題も多数存在する。
そこで、本授業では、「法的知識」を覚えてもらうだけではなく、具体的な事例を通じた現場での検討や講師・他の生徒との対話を通じて、法の趣旨、あるいは一般的な感覚として、どのよ
うな行為にリスクが伴うのかや、どのような行為については許容されるのかといった、現実の具体的な事案に広く応用できる「法的バランス感覚」を養ってもらいたい。

授業計画・内容

「オリエンテーション」：法律の基礎について概観する。

「刑事法一般」：刑法を題材とする犯罪類型／成立要件／刑罰の基礎知識を習得する。

「民事法の基礎」：今後の本授業での学習の前提となる基礎的な民事法の知識、考え方、民事トラブルへの対処法をケーススタディを交えて習得する。

　【担当教員_　実務者経験】　

森・濱田松本法律事務所　所属弁護士　　末長 祐、門田 航希、橋本 祐弥、中村 太智
＜事務所紹介＞
国内案件・国際案件の双方において、 高度の専門性と豊富な経験・実績を有する国内最大手の法律事務所であり、IT分野に関連する案件も幅広く扱う。

　【授業の学習内容】　

将来的にITに関係する企業に就職し、職務に従事する際には、民法や刑法といった実社会生活上も問題となる一般法規のみならず、不正アクセス禁止法、個人情報保護法といった、業
務に深く関係し得る法令の規制を意識する必要がある。また、他方で、業務を通じて勤務先とトラブルになった際には、自らの身を守るための法令（労働法等）についても知っておくことが
有益である。そこで、本授業では、こうした各種関係法令について概観（インプット）した上で、具体的な事例について学生自身にも思考してもらう（アウトプット）ことで、法的知識及び法的
バランス感覚を学んでいただく。

　【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）

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 末長 祐、門田 航希、橋本 祐弥、中村 太智

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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 スーパー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



1

Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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

【3年生】sns媒体を活用したポートフォリオの展開を理解する ①

【3年生】sns媒体を活用したポートフォリオの展開を理解する ②

【3年生】sns媒体を活用したポートフォリオの展開を理解する ③

【3年生】現段階での問題点の洗い出しと克服対策

【3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』

【3年生】印刷・用紙・製本・加工・仕上げについて理解する

【3年生】発送する際の梱包とカバーレターの作成を理解する。

【3年生】別冊ポートフォリオの重要性について理解する

【3年生】web媒体を活用したポートフォリオの展開を理解する ①

【3年生】web媒体を活用したポートフォリオの展開を理解する ②

【3年生】現ポートフォリオの改善点について情報交換から見直す。  『個人面談』

【3年生】ブラッシュアップについてとスケジュールの作成　 　【制作】

【3年生】ブラッシュアップと修正の反映を理解する ①

【3年生】ブラッシュアップと修正の反映を理解する ②

【3年生】ブラッシュアップと修正の反映を理解する ③

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 鈴川　貴久

授業

形態

　【到達目標】　

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

実習
総時間

（単位）

　【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。

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。

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。



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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：4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 4 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



1

Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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）

企業研究
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



Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパー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
必須 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】　

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 スーパー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 4 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】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 4 曜日/時限 火4・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

　【使用教科書・教材・参考書】　

COMJ061A - The Official CompTIA IT Fundamentals+ Study Guide 日本語版
ITF+IT Fundamentals 問題集と解説　試験番号FCO-U61

【モジュール5】 ユニット3：アクセス制御の使用、ユニット4：行動に関するセキュリティの概念、まとめ、小テスト

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%＋試験40% とする。

はじめまして、講師の中島貴子です。
1年目のCompTIAの授業では、IT関連の職務に必要な知識を学びます。システムのユーザまたはクリエイターのいずれの立場においても非常に役立つ
ものです。近い将来皆さんが即戦力として活躍されるためにも、積極的に授業に参加し、取り組んでほしいと思います。わからないことがあれば、一緒に
考えたり調べたりして理解を深めて行きましょう。

【モジュール3】 ユニット3：周辺機器の使用、ユニット4：ストレージデバイスの使用

【モジュール3】 ユニット5：ファイルシステムの使用、まとめ、小テスト

【モジュール4】 ユニット1：ネットワーキングの概念、ユニット2：ネットワークへの接続

【モジュール4】 ユニット3：安全なWeb閲覧、ユニット4：共有ストレージの使用、まとめ、小テスト

【モジュール5】 ユニット1：セキュリティに関する懸念事項、ユニット2：ベストプラクティスの実践

【モジュール1】 ユニット5：トラブルシューティングおよびサポート、まとめ、小テスト
【モジュール２】ユニット１ データ型と単位の使用、ユニット２ アプリの利用

【モジュール2】 ユニット3：プログラミングとアプリ開発

【モジュール2】 ユニット3：プログラミングとアプリ開発

【モジュール2】 ユニット4：データベースの使用、まとめ、小テスト

【モジュール3】 ユニット1： システムコンポーネント、ユニット2：デバイスインターフェイスの使用

CompTIA A＋Fundamentalsの試験合格に必要な知識を理解し、合格水準相応のレベルを目指す。
能動的に考え、学ぶ姿勢を身につける。

授業計画・内容

オリエンテーション、試験の概要、【モジュール１】ユニット1：一般的なコンピューティングデバイス

【モジュール1】 ユニット2：ワークステーションの使用、ユニット3：OSの使用

【モジュール1】ユニット4：OSの管理、ユニット5：トラブルシューティングおよびサポート、まとめ、小テスト

　【担当教員_　実務者経験】　

1982年～1999年まで一般企業に勤務。1990年Macintoshでデータ管理などの実務を経験。1999年よりビジネス研修、大学、専門学校、職業訓練校、一般社会人を対
象にMicrosoft Officeアプリの講師を開始し現在に至る。CompTIA 、ITパスポート試験、MOS試験などのIT系資格取得対策講座では多数の合格者を輩出。

　【授業の学習内容】　

あらゆる職務において求められるIT系の基礎知識(コンピューターのしくみ、ソフトウェア、ハードウェア、データベース、ネットワーク、セキュリティ）を
習得する。同時にCompTIAFundamentalsの資格試験の学習も行う。

　【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）

コンピューターデジタル基礎

Computer Basic

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 中島貴子

授業
形態

演習
総時間
（単位）







English conversation 30 開講区分 前期

学科・専攻 スーパーゲームクリエーター科 2 曜日/時限 金曜1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）

英会話
必修
選択

必須 年次 1 担当教員

授業
形態

様々なコミュニケーション方法を比較するある語句を強調して表現する
問題についてディスカッションをする過去、現在の物事を比較する

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

ディスカッションや読み書きを通して英語力を磨いていく。

　【到達目標】　

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも複雑な文章の主要な内容を理解できる。
母語話者とはお互いに緊張しないでやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な文章を作ることができる。

授業計画・内容

困難に直面した時の表現方法を学ぶ現在の習慣についての表現を学ぶ

困ったことを表す表現を学ぶ（「use to」を用いて過去の習慣について話す）

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90%　+　授業態度（授業を聴く態度、作る（制作する）態度）10%

自己理解を深め、自分自身や自分の作品を表現できるようにしましょう。
また、自己理解を深め、更には他人を受け入れることでより良い学校生活を送れるようにしましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

Time to Speak：スピーキング：ロールプレイ・プレゼンテーション「過去の懐かしい思い出」

宇宙、海洋探査に関する表現を学ぶ：自然界における人間の活動の影響について話す比較を用いた表現を学ぶ

珍しい動物についての記事を読む：自然界に関する英語表現を学ぶ最上級を用いた表現を学ぶ

ハイキングについてのディスカッションを理解するアクセントの強弱、リズムについて学ぶ重要な情報を交換する
自由時間の行動についてアドバイスをする

Time to Speak：スピーキング：ロールプレイ・プレゼンテーション「就職面接」

遠く離れた場所での生活についての記事を読む場所についての説明文を書く

Time to Speak：スピーキング：ロールプレイ・プレゼンテーション
「アウトドア計画を立てる」

性格のタイプについて話す（関係詞を使う、または省略した表現を学ぶ）

好き・嫌いについて話す（現在分詞を用いた表現を学ぶ）

職場での会話で用いる英語表現を学ぶ（リクエストをする、また答える）

動物園の求人広告を読む：求人に対する志望動機を書く
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