
2DCG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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）

2DCG制作
必修

選択
選択 年次 1 担当教員 加藤　栄治

授業

形態

ロゴアニメーション②

オープニングタイトルなどに使用する文字のアニメーションを作成

演習
総時間

（単位）

【担当教員_　実務者経験】　

VJとして有名音楽番組や有名アーティストのライブ映像を手掛け、音楽映像以外にもTVドラマ・映画・CMの他、トヨタ・東芝・パナソニック・フランクミューラー・スカイプなど大企業の

プロモーション映像も制作。　その他プロ野球やJリーグ・Bリーグなどのスポーツ関連のほか、動画のネット配信も1998年より開始し数々のネット番組にも携わり、高レベルのネッ

ト番組配信にも強い。スイスやベルギーなどヨーロッパでも活躍。

　【授業の学習内容】　

アニメの効果やゲームエフェクトに使用されるAfterEffectsの基本と演習。　基本操作の学習後はアニメやゲームで使う機能を重点的に学習

ゲーム内でアニメやアニメキャラが使われることも多いため、ゲームで使うエフェクトも学習します。

　【到達目標】　

AfterEffectsの基本的な機能が使えるようになる。アニメの効果的なシーンやゲームのエフェクトの定番のものが作成できるようになる。

授業計画・内容

AfterEffectsの基本機能

ロゴアニメーション①

オープニングタイトルなどに使用する文字のアニメーションを作成

評価

イラストデータを使用したアニメーション①

イラストを動かしたり、3D配置したアニメーションを作成する
イラストデータを使用したアニメーション②

イラストを動かしたり、3D配置したアニメーションを作成する
イラストデータを使用したアニメーション③

イラストを動かしたり、3D配置したアニメーションを作成する
CGで作成したアニメにAEで効果を付ける

光の効果・衝撃・火花・雰囲気の変更など
CGで作成したアニメにAEで効果を付ける

光の効果・衝撃・火花・雰囲気の変更など
CGで作成したアニメにAEで効果を付ける

光の効果・衝撃・火花・雰囲気の変更など

セル画撮影①　アニメ用語で「撮影」とは編集・効果（エフェクト）をつけて仕上げることを指します。

セル画撮影②

セル画撮影③

セル画撮影④　進行状況によってゲームエフェクト

セル画撮影⑤　進行状況によってゲームエフェクト

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。

AIやソフトの進化によって少人数でもアニメが作れるようになってきました。

アフターを使うことによって手書きでは厳しい効果が作れたり、プロっぽく仕上げることが可能です。

将来的には現在歌手がネットから世界的ヒットを産んでいるように、個人が作ったアニメが世界中で見られるようになるかもしれません。

そのために編集・加工技術を学んでいくことは重要です。

　【使用教科書・教材・参考書】　

AE for アニメーション等



2DCG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 金曜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。

AIやソフトの進化により、スマホなどで簡単にできることと、高度な知識・技術が必要なことの2極化が進んでいます。

チュートリアル動画もネットに多くありますが、それだけでなく「考え方」や「オリジナル作品の制作」を意識するようにしていきましょう。

アフターはMayaほどではないですが、難易度は高めのソフトで半年ではマスターすることはできません。

最初は難しいと感じるかもしれませんが、あきらめずにがんばっていれば必ず使えるようになります。

逆に言えば難しいソフトほど使える人は少ないので、マスターすれば就職には有利になります。

　【使用教科書・教材・参考書】　

エフェクト演習

まだ使用したことのないエフェクトを使用シチュエーションを考えながら映像を制作
エクスプレッション

Javaを使用して、手動ではできない動きをつける。物理演算・2次方程式・SinCosを多用する
エクスプレッション

Javaを使用して、手動ではできない動きをつける。物理演算・2次方程式・SinCosを多用する
TrapCodeエフェクト演習

Particular・Formでいろいろなものを作成
TrapCodeエフェクト演習

Particular・Formでいろいろなものを作成
実写映像を合成して、別場面を作る

マッチムーブ基礎
実写映像を合成して、別場面を作る

背景や空・車などをそこにないものを合成し、場面の演出をはかる
実写映像を合成して、別場面を作る

背景や空・車などをそこにないものを合成し、場面の演出をはかる

グリーンバックを使用して撮影し、その際の照明の当て方、カメラ設定などの注意点を学習

グリーンバックを使用して撮影し、その際の照明の当て方、カメラ設定などの注意点を学習

トリックムービー等、工夫によるオリジナルの撮影方法の考案

エフェクト演習

まだ使用したことのないエフェクトを使用シチュエーションを考えながら映像を制作

演習
総時間

（単位）

【担当教員_　実務者経験】　

VJとして有名音楽番組や有名アーティストのライブ映像を手掛け、音楽映像以外にもTVドラマ・映画・CMの他、トヨタ・東芝・パナソニック・フランクミューラー・スカイプなど大企業の

プロモーション映像も制作。　その他プロ野球やJリーグ・Bリーグなどのスポーツ関連のほか、動画のネット配信も1998年より開始し数々のネット番組にも携わり、高レベルのネッ

ト番組配信にも強い。スイスやベルギーなどヨーロッパでも活躍。

　【授業の学習内容】　

アフターエフェクトの応用操作。　実際の映像に効果を加えることで現場で使える映像編集の技術を身に付ける。

　【到達目標】　

実写映像において、現実ではありえないような効果を使った上で一つの映像作品として完成した物を作成する。

授業計画・内容

エフェクト演習

まだ使用したことのないエフェクトを使用シチュエーションを考えながら映像を制作
エフェクト演習

まだ使用したことのないエフェクトを使用シチュエーションを考えながら映像を制作

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）

2DCG制作
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 加藤　栄治

授業

形態

k.yoshikawa
取り消し線



3DCG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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）

3DCG制作
必修

選択
選択 年次 1 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



3DCG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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）
3DCG制作

必修

選択
選択 年次 2 担当教員 水野　貴仁

授業

形態



3DCG Project 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 水曜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

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）

3DCG制作
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 水野　貴仁

授業

形態

k.yoshikawa
取り消し線



Animation Cartoons Product 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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 1からアニメを作ってみる　動画編

13回目 1からアニメを作ってみる　仕上げ、編集編

14回目 チェック会　ブラッシュアップ

15回目

評価基準

評価方法

受講生への

メッセージ

1からアニメを作ってみる　設定編

1からアニメを作ってみる　原画編

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。

デジタルが苦手でも、役に立つことの方がでかいので、基礎を固め、楽しくいきましょう

　【使用教科書・教材・参考書】　

クリップスタジオ、フォトショップ、レタススタジオ、ＡＦ

1からアニメを作ってみる　コンテ編

　【到達目標】　

自分一人でもアニメーションを制作できる知識を付ける

授業計画・内容

アニメーションで使用するソフトとの仕事の関連性　アニメの仕組み

原画、動画を用いてスキャン、仕上げ、撮影

デジタル作画の仕組み　原画編　①

デジタル作画の仕組み　原画編　②

デジタル作画の仕組み　動画編　①

デジタル作画の仕組み　動画編　②

素材を用いての映像編集①

素材を用いての映像編集②

デジタルでのアニメーション制作における作業方法を覚え、自分の進路の幅を広げる

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）

アニメーション制作
必修

選択
選択 年次 1年 担当教員 冨田泰弘

授業

形態
演習

総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

ＮＥＷ　ＧＡＭＥ作画監督、アニマエール作画監督、炎炎の消防隊作画監督

　【授業の学習内容】　



Animation Cartoons Product 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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。

アニメのキャラクターだけでなく背景にも興味を持って楽しく描いてください。

　【使用教科書・教材・参考書】　

鉛筆、色鉛筆、消しゴム、タップ、定規、字消し版、動画用紙、クリップ

透視図法の応用③背景の上に人物を正確に描けるようになる。

透視図法の応用④背景の上に複数の人物を正確に配置できるようになる。

透視図法の応用⑤背景の上でキャラクターを動かせるようになる。

カメラワーク①基本的なカメラワークの理解する。

カメラワーク②複雑なカメラワークを理解する。

評価

透視図法の習得③3点透視で描けるようになる。

カメラのレンズの違いの理解①標準レンズの画が描けるようになる

カメラのレンズの違いの理解②広角レンズの画が描けるようになる

カメラのレンズの違いの理解③望遠レンズの画が描けるようになる

透視図法の応用①フカンの構図の画が描けるようになる。

透視図法の応用②アオリの構図の画が描けるようになる。

　【到達目標】　

アニメーションの実践に通用する画力と知識を身に付ける。

授業計画・内容

アニメ制作のレイアウト工程とその重要性を理解する。

透視図法の習得①1点透視で描けるようになる。

透視図法の習得②2点透視で描けるようになる。

演習
総時間

（単位）

「文豪ストレイドッグス」作画監督

　【授業の学習内容】　

実際にアニメの制作で作成された素材を参考にアニメーションのレイアウトについて学習する。

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）

アニメーション制作
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 服部　聰志

授業

形態



Animation Cartoons Product 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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】　

鉛筆(B,2B)、消しゴム、色鉛筆(水色など薄い色)

クロッキー帳、スケッチブック、動画用紙など描きやすい用紙、を用意して下さい。

評価

キャラクター作画：プロポーションを理解する1

キャラクター作画：プロポーションを理解する2

キャラクター作画：プロポーションを理解する3

キャラクター作画：立ち姿模写ができるようになる1

キャラクター作画：立ち姿模写ができるようになる2

キャラクター作画：立ち姿模写ができるようになる3

キャラクター作画：立ち姿模写ができるようになる4

キャラクター作画：設定キャラ模写ができるようになる1

キャラクター作画：設定キャラ模写ができるようになる2

キャラクター作画：設定キャラ模写ができるようになる3

キャラクター作画：設定キャラ模写ができるようになる4

キャラクター作画：骨格を学ぶ3

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

フリーアニメーター　参加作品：「ちはやふる3」「スタンドマイヒーローズ」「深夜！天才バカボン」「ゾイドワイルド」その他

　【授業の学習内容】　

アニメーターとして基礎であるキャラクター等の作画技術を身に付ける。

　【到達目標】　

授業計画・内容

キャラクター作画：骨格を学ぶ1

キャラクター作画：骨格を学ぶ2

動画マンとして最低限の模写、画力を会得する。

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）

アニメーション制作
必修

選択
選択 年次 3年 担当教員 後藤　聡宏

授業

形態



(Illustration Ⅱ) 60 開講区分 前期

学科・専攻 イラスト＆グラフィックデザイン専攻 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

楽しんで素敵なイラストレーションが描けるようにします。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

水彩画美しい影と光のテクニック(ホビージャパン)、アートの基礎を極める知識とテクニック200(グラフィック社)

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。

構図を考えながらラフスケッチを描く。

B4サイズイラストレーションボードにトレース。アクリルガッシュで着彩。

B4サイズイラストレーションボードにトレース。アクリルガッシュで着彩。

課題作品制作フィニッシュ。講評会。

夏に向かっての季節感を取り入れた夏の音楽を一曲選び、イラストを描く。

曲選び。ラフスケッチを描く。

水彩、色鉛筆、パステルなどで着彩。

評価：課題作品を制作フィニッシュ。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。

曲選び。ラフスケッチを描く。

B4サイズイラストレーションボードにトレース。

水彩、色鉛筆、パステルなどで着彩。

水彩、色鉛筆、パステルなどで着彩。

キャラクターの表情パターンを作る。イラストの世界観を考える。

実習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

文具メーカー企画室デザイナーを経て、イラストハウスピュア主催。日本全国歴史登場人物のキャラクター化。様々な企業マスコットを手掛ける。(中部電力、蒲郡ボー
トレース、富士フイルムetc.)ポスターなど平面立体イラストなどetc.

　【授業の学習内容】　

コンセプトシートに基きアイディアを考え、イラストレーションボードにアクリル絵具、水彩絵具、インク、色えんぴつなど様々な画材を使用し仕上げます。

　【到達目標】　

イラストを描くうえで必要な基礎的な知識を身につけ、グラフィックで仕事をしていくために必要な技術力を身につけ、オリジナリティのある作品を楽しく描く事ができるよ
うになる事を目標とします。

授業計画・内容

イラストを描くにあたっての発想法の膨らませかたを、クェッションシートを作成しながら学ぶ。

画材や用紙についての説明。クェッションシートを使用してイラストに登場するキャラのアイディアスケッチ。

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）

イラストレーションⅡ
必修
選択 選択 年次 1 担当教員 藤原まゆみ

授業
形態



1

Digital illustration Ⅰ 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームグラフィック&キャラクター専攻 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

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）

デジタルイラストレーションⅠ
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 磯部　香里

授業

形態
実習

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】　

各自の画風をふまえた上で、アイディアの出し方とその魅せ方について作品を通じて表現していく。

　【到達目標】　

仕様に沿った中でオリジナル表現を見出し、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) 絵を描く為の資料とその活かし方。授業の方向性と使用するデジタル機器の扱い方について復習と理解する。

※初回授業持ち物。外付けHDD又はUSB・筆記用具

(実習①) １回目で説明内容を元にテーマに沿い、限られた時間の中で資料を選び、アイディア表現が出来るようになる。

(まとめ) 前期で描いた作品整理。修正・追加・変更点を見つけ今後のクオリティ向上とその課題を設定する。

(実習②) アイテムデザイン制作。テーマに沿い資料検索の仕方を学ぶ。

(実習②) 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。

(実習②) 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。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿ったラフからトレースし線を描けるようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿って彩度の高い配色を意識した塗りが出来るようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。全体のバランスを考慮し、最終ブラッシュアップをし完成させる。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿ったラフを複数枚描けるようになる。

(実習④) ゲームショウ看板制作。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④) ゲームショウ看板制作。トレースし終えた作品から鮮やかさに考慮した配色を意識した塗りが出来るようになる。

(実習④) ゲームショウ看板制作。塗り終えた絵を見直し、より絵に深みが出るよう最終ブラッシュアップをして完成させる。

(実習④) ゲームショウ看板制作。過去作品の傾向をふまえ、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、同教室内でしたら各自の作業環境で制作しても構いません。

【使用教科書・教材・参考書】

【使用ソフト】  Clipstudio Photoshop  (詳細は授業時に説明します)

【毎週持ってくるモノ】 外付けHDD又はUSB　筆記用具



1

Digital illustration Ⅱ 60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームグラフィック&キャラクター専攻 4 曜日/時限 水曜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）

デジタルイラストレーションⅡ
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 磯部　香里

授業

形態
実習

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】　

各自が決めた卒業後の進路に向けての作品制作。その為に現状の作品と方向性のすり合わせを行い、必要な課題を導き出す。

　【到達目標】　

就職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) ポートフォリオの作品の共有と整理。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。PF(紙又はデータの用意をお願いします。準備難しければ過去描いた作品データを持ってきてください)外付けHDD又はUSB・筆記用具

(オリエンテーション) １回目で共有した作品傾向から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。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品のブラッシュアップ。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。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品のブラッシュアップ。自身が目標とするイメージを元に全体の配色を中心に加筆出来るようになる。

(実習③) ゲームショウ看板制作。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③) ゲームショウ看板制作。トレースし終えた作品から鮮やかさに考慮した配色を意識した塗りが出来るようになる。

(実習③) ゲームショウ看板制作。塗り終えた絵を見直し、より絵に深みが出るよう最終ブラッシュアップをして完成させる。

(まとめ①) 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。

(実習①) スケジュールに沿い既存作品のブラッシュアップ。自身が目標とするイメージを元に全体の陰影を中心に加筆出来るようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿ったラフを複数枚描けるようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿ったラフからトレースし線を描けるようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。テーマに沿って彩度の高い配色を意識した塗りが出来るようになる。

(実習③) 新規イラスト制作。全体のバランスを考慮し、最終ブラッシュアップをし完成させる。

(実習③) ゲームショウ看板制作。過去作品の傾向をふまえ、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、同教室内でしたら各自の作業環境で制作しても構いません。

【使用教科書・教材・参考書】

【使用ソフト】  Clipstudio Photoshop Illustrator (各自で進路に合わせて選択)

【毎週持ってくるモノ】 外付けHDD又はUSB　筆記用具



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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。

企業プロジェクトを中心とした課題は、実践的な制作を行える貴重な機会です。
課題を能動的に取り組むことででたくさんのことを感じ、学ぶことができます。
クライアントからの要望にしっかりと応えて自分自身の成長に繋げるとともに、
デザインの可能性を感じてください。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価

③【ドローイング】　グループ内でアイデアラッシュを行い、表現の設計（ラフスケッチ）を作成することで、共有意識を高めることができる。

④【ドローイング】　設計した表現に基づき、IllustratorやPhotoshopなどを使用して材料を分担して作成することで、共有意識を高めることができる。

⑤【ドローイング】　IllustratorやPhotoshopなどを使用して紙面の完成とプレゼンテーション資料を作成することで、伝える力を養うことができる。

【講評会】　①〜⑤の各ステップの理解度を確認

【オリエンテーション】　課題概要を理解する。

⑥【コンセプトワーク】　タグラインを設定することで、クライアントへの理解を深めることができる。

⑦【コンセプトワーク】　⑥に基づいたテーマやコンセプトの設定を行えるようになる。

⑧【ドローイング】　グループ内でアイデアラッシュを行い、表現の設計（ラフスケッチ）を作成することで、共有意識を高めることができる。

⑨【ドローイング】　設計した表現に基づき、IllustratorやPhotoshopなどを使用して材料を分担して作成することで、共有意識を高めることができる。

⑩【ドローイング】　IllustratorやPhotoshopなどを使用して紙面の構築とプレゼンテーション資料を作成することで、伝える力を養うことができる。

【講評会】　⑥〜⑪の各ステップの理解度を確認

②【コンセプトワーク】　①に基づいたテーマやコンセプトの設定を行えるようになる。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

デザイン事務所で経験を積んだ後、株式会社第一紙行に入社。グラフィックやパッケージのデザインを担当。その後同社でブランディング＆プロモーションをクリエイ
ティブディレクターとして手がける。2014年、贈答デザイン研究所を設立。それまでの経験を生かし、企業、店舗、地域産業など、デザインのチカラが必要とされる
様々な場でクリエイティブディレクション・企画・デザインを手がけている。

　【授業の学習内容】　

企業プロジェクトを中心に、グループワークでコミュニケーションを生み出すためのデザインをし、プレゼンテーションを行う。
※企業プロジェクトへの参加が決まり次第、スケジュールは随時更新となります。
また、コンペンティションへの参加を各個人で行っていき、ポートフォリオへの掲載作品を増やしていく.。

　【到達目標】　

現場で必要な商業としてのデザインの理解を高めるとともに、コミュニケーション力とプレゼンテーション力を身につける。

授業計画・内容

【オリエンテーション】　課題概要を理解する。

①【コンセプトワーク】　USPとベネフィットを整理することで、クライアントへの理解を深めることができる。

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）

ビジュアルコミュニケーション  

Vissual Communication 

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 小林　克輔

授業
形態



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 金曜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。

企業プロジェクトを中心とした課題は、実践的な制作を行える貴重な機会です。
課題を能動的に取り組むことででたくさんのことを感じ、学ぶことができます。
クライアントからの要望にしっかりと応えて自分自身の成長に繋げるとともに、
デザインの可能性を感じてください。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

評価

③【ドローイング】　グループ内でアイデアラッシュを行い、表現の設計（ラフスケッチ）を作成することで、共有意識を高めることができる。

④【ドローイング】　設計した表現に基づき、IllustratorやPhotoshopなどを使用して材料を分担して作成することで、共有意識を高めることができる。

⑤【ドローイング】　IllustratorやPhotoshopなどを使用して紙面の完成とプレゼンテーション資料を作成することで、伝える力を養うことができる。

【講評会】　①〜⑤の各ステップの理解度を確認

【オリエンテーション】　課題概要を理解する。

⑥【コンセプトワーク】　タグラインを設定することで、クライアントへの理解を深めることができる。

⑦【コンセプトワーク】　⑥に基づいたテーマやコンセプトの設定を行えるようになる。

⑧【ドローイング】　グループ内でアイデアラッシュを行い、表現の設計（ラフスケッチ）を作成することで、共有意識を高めることができる。

⑨【ドローイング】　設計した表現に基づき、IllustratorやPhotoshopなどを使用して材料を分担して作成することで、共有意識を高めることができる。

⑩【ドローイング】　IllustratorやPhotoshopなどを使用して紙面の構築とプレゼンテーション資料を作成することで、伝える力を養うことができる。

【講評会】　⑥〜⑪の各ステップの理解度を確認

②【コンセプトワーク】　①に基づいたテーマやコンセプトの設定を行えるようになる。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

デザイン事務所で経験を積んだ後、株式会社第一紙行に入社。グラフィックやパッケージのデザインを担当。その後同社でブランディング＆プロモーションをクリエイ
ティブディレクターとして手がける。2014年、贈答デザイン研究所を設立。それまでの経験を生かし、企業、店舗、地域産業など、デザインのチカラが必要とされる
様々な場でクリエイティブディレクション・企画・デザインを手がけている。

　【授業の学習内容】　

企業プロジェクトを中心に、グループワークでコミュニケーションを生み出すためのデザインをし、プレゼンテーションを行う。
※企業プロジェクトへの参加が決まり次第、スケジュールは随時更新となります。
また、コンペンティションへの参加を各個人で行っていく。

　【到達目標】　

現場で必要な商業としてのデザインの理解を高めるとともに、コミュニケーション力とプレゼンテーション力を身につける。

授業計画・内容

【オリエンテーション】　課題概要を理解する。

①【コンセプトワーク】　USPとベネフィットを整理することで、クライアントへの理解を深めることができる。

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）

ビジュアルコミュニケーション 

Vissual Communication 

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 小林　克輔

授業
形態



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

自分が制作したデザインやイラストは、あなたの伝えたい相手に届いていますか。商業としてのグラフィックデザイン、イラストレーションは必ず伝える相
手（人）が存在します。その相手に伝わるデザインを学んでいきます。一歩一歩進んでいきましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】
筆記用具、USBメモリーもしくはハードディスクなどの記録媒体、アイデア、ラフを描くためのノート類もしくはクロッキー帳

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。

（デザイン観察③ 錯視) 人の目はカタチをどのように捉えているかを理解する

（デザイン観察④ 文字で伝える) 文字の種類、役割を理解する

（課題1　平面構成①） イニシャルとリボンをモチーフに「嗅覚（匂い、香り）」を表現する　画面構成力を習得する

（課題1　平面構成②） コンセプト、ラフデザイン、実制作

（課題1　平面構成③） 仕上げ、プレゼン、講評

（課題2　マイ・ロゴマーク①） 自分を色やカタチでロゴマークを制作する。自分と向き合い適した表現を理解する

（課題3　パターンデザイン③） プレゼン、講評

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。

（課題2　マイ・ロゴマーク②） コンセプト、ラフデザイン、実制作

（課題2　マイ・ロゴマーク③） 仕上げ、プレゼン、講評

（課題3　パターンデザイン①） 目的に適したパターンデザインを考えて制作する

（課題3　パターンデザイン②） 制作

（デザイン観察② 色、写真で伝える) 色の意味、伝わる印象、写真の印象度、役割を理解する

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1998年〜2005年までグラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションに所属。2006年グラフィックデザイン制作事務所「ラディカル グラフィックス」設立。ロゴ、ポ
スター、パンフレット、パッケージ、デジタルサイネージ広告、PR動画などを中心にデザインを手がける。また国内外の展覧会にポスターを多数出展。

　【授業の学習内容】　

「ビジュアルで伝える」をテーマに、デザインに必要なコンセプト、レイアウト、色彩や造形などを理解し、「どのような人に」「何を」「どうして」「いつ・どんな場所で」のデ
ザインの必要性を考察し、レポートや制作課題を通してビジュアルの伝達能力を学習する。

　【到達目標】　

グラフィックデザイナー、イラストレーターに大切な「伝える」ことを、デザインの基礎知識と実践的な課題への取り組みを通して表現、制作できることを目標とする。

授業計画・内容

（オリエンテーション）グラフィックデザイン、イラストの概要を理解する

（デザイン観察① 街に溢れるデザインを観る)

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）

ビジュアルコミュニケーション 

(Visual Communication)

必修
選択

選択 年次 1 担当教員 大河内　俊宏

授業
形態



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

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。

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 磯部　聡

授業
形態

演習
総時間
（単位）デジタルクリエーター科

　【担当教員_　実務者経験】　

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】　

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。

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。

「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）

「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＞

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）

「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）

＜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。

＜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。

《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〜)

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。

＜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。

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。

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。

　【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。

「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＞

「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）

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

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

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。

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。

「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」　「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＞

「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）



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。　

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。

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。

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。

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。

＜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。

ポカリスエット ３５０ml缶 デッサン画　＜前期の自習課題＞

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】　

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。

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】　

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、

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＜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。

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＞

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 磯部　聡

授業
形態

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』。

演習
総時間
（単位）

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

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

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

デジタルクリエーター科

　【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。



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

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＞

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＜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。

デジタルクリエーター科

＜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。

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

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

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。

＜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。

＜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。　

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

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。

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】　

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。

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。

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

　【授業の学習内容】　

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』。

　【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

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。

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

3 担当教員 磯部　聡

授業
形態

演習
総時間
（単位）

科目名
（英）

デッサン
必修
選択

選択 年次

　【担当教員_　実務者経験】　

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

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。



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 水曜3・4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評価は、「企画書の提出と、規定をクリアーした課題作品の完成品」 とする。

私語、飲食、他の授業課題作業禁止。この授業に集中し、どうしたら良いのか？どうすればもっと良くなるのか？を常に意識して考える。
ストレートに結果を求めるのではなく、試行錯誤し色々と試してみる。これで良いと思わず、自分の中での完成度を
上げて行くように心がけ、デザインを学んでいることを強く意識する。
毎授業、各自の進行に合わせて必要なものを用意し臨む。

　【使用教科書・教材・参考書】　

最終プレゼン／課題提出　講評

箱について②／代表的な箱の白紙見本の制作　箱の仕組みや制作方法を理解する

お米のパッケージデザインオリエン／アイデアスケッチ／デザインの背景を考える

アイデアの絞り込み／チェック　ロゴについて考える（パッケージに必要なロゴとは何かを考える）

中間プレゼンへ向けての企画書制作（自分のアイデアを人に伝えるための注意点を学ぶ）

中間プレゼンへ向けての企画書制作（プレゼンへ向けての最終チェックをし完成度を高める）

中間プレゼン／講評　企画書提出

デザイン作業／パッケージの形状を考えモックアップの制作（モックアップから実際の制作方法を学ぶ）

デザイン作業／デザインの落とし込み　立体になった時のことを考えデザインする

デザイン作業／さらに魅力的な商品にするためにを考える（バリエーションの必要性）

デザイン作業／バリエーションデザインの考え方を学ぶ

最終デザインチェック／モックアップでのチェック（足りない点やさらに良くするにはを考える）

箱について①／代表的な箱の白紙見本の制作　箱の仕組みや制作方法を理解す　パッケージの分解提出

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

株式会社丹羽デザイン事務所代表。様々な企業の商品デザイン及びブランディングを手がける。各地イベントや、テーマパークなどのお土産や商品企画、愛知デザ
イン博、愛・地球博などの商品デザインも多数行い、売れるためのデザインを現在も展開中。公益社団法人日本パッケージデザイン協会会員。HP niwa-design.com

　【授業の学習内容】　

パッケージデザインの基礎、箱の作り方を学び、最終課題として「少しの量から食べられる一人用のお米のパッケージデザイン」をテーマに、様々な食文化が混在す
る現代に、もう一度お米の良さを分かってもらえる魅力的なパッケージデザインを考える。単品ではなくバリエーションを考え、魅力ある商品デザインをする。デザイン
を強く意識し、現状の概念にとらわれること無く、様々な方向からアイデアを出し、商品に必要なデザインを考え形にしていくことを学習する。

　【到達目標】　

現代社会に合った、生活に密着した商品パッケージを考えることでデザインの必要性と考え方、制作手順・方法や注意点などを学ぶ。
中間プレゼンなどを踏まえ、プレゼン能力とコミュニケーション能力を高める。
ブラシュアップの必要性と、立体と平面の違いや店頭での効果を考え、自分のアイデアを必ず形にし、商品のためのデザインを考えられるようにする。

授業計画・内容

オリエンテーション／ポジショニングマップ制作　デザインを意識して物を見ることを体験する

パッケージの分解／パッケージのデザイン要素を学ぶ　ポジショニングマップ提出

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）

パッケージデザイン 

package design 

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 丹羽　哲男

授業
形態



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 水曜3・4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評価は、「企画書の提出と、規定をクリアーした課題作品の完成品」 とする。

私語、飲食、他の授業課題作業禁止。この授業に集中し、どうしたら良いのか？どうすればもっと良くなるのか？を常に意識して考える。
ストレートに結果を求めるのではなく、試行錯誤し色々と試してみる。これで良いと思わず、自分の中での完成度を
上げて行くように心がけ、デザインを学んでいることを強く意識する。
毎授業、各自の進行に合わせて必要なものを用意し臨む。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

第２課題プレゼン／課題提出　講評

デザイン制作／チェック

デザイン制作／ブラッシュアップ　デザイン最終チェック

データ入稿／印刷会社への発注について　入稿データのチェック

第１課題プレゼン／課題提出　講評　第２課題オリエン

アイデア出し、ラフ案（デザインの背景を考える）チェック

デザイン制作／ラフ案からの絞り込みとデザイン制作

パッケージ（形状と図面）の制作／モックアップ制作し全体の形を把握する

デザイン制作／展開商品のデザインを考える

デザインチェック／モックアップでのチェック（足りない点やさらに良くするにはを考える）

デザイン制作／チェックからの修正　全体のバランスを考えながら制作する

最終デザインチェック／全体像を踏まえ、デザインを見直す

モックアップ制作／バリエーションも含め制作　チェック（モックアップからデザインの注意点を学ぶ）

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

株式会社丹羽デザイン事務所代表。様々な企業の商品デザイン及びブランディングを手がける。各地イベントや、テーマパークなどのお土産や商品企画、愛知デザイ
ン博、愛・地球博などの商品デザインも多数行い、売れるためのデザインを現在も展開中。公益社団法人日本パッケージデザイン協会会員。HP niwa-design.com

　【授業の学習内容】　

第１課題／飲料のフィルムパッケージデザイン。デザインから入稿データ作成までを行い、実際に印刷仕上げを体験。紙とは異なる素材を扱うことで注意すべき点や、
フィルムならではの白インクについて考える。実際にボトルに巻いた時の見え方や、店頭での効果を考えデザインし、フィルムのビジュアル表現を体験する。
第２課題／買う人を笑顔にするパッケージデザイン。思わず笑顔になり、買いたくなるようなパッケージのデザインを企画し制作する。両課題ともデザインを強く意識
し、現状の概念にとらわれること無く、様々な方向からアイデアを出し、商品に必要なデザインを考えそれを形にしていく。

　【到達目標】　

現代社会に合った、生活に密着した商品パッケージを考えることでデザインの必要性と考え方、制作手順・方法や注意点などを学ぶ。
中間プレゼンなどを踏まえ、プレゼン能力とコミュニケーション能力を高める。
ブラシュアップの必要性と、立体と平面の違いや店頭での効果を考え、自分のアイデアを必ず形にし、商品のためのデザインを考えられるようにする。

授業計画・内容

オリエンテーション／第１課題オリエン　フィルム印刷の注意点　アイデア出し、ラフ案（デザインの背景を考える）チェック

デザイン制作／ラフ案からの絞り込みとデザイン制作

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）

パッケージデザイン 

package design 

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 丹羽　哲男

授業
形態



Design Thinking 30 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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 照喜名　隆充

授業

形態

[色の表示1]色相環を理解し、混色の技法などを習得する。

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター/アトリエリスタイラストレーターとして、様々な媒体に関わりながら、近年は保育の世界で子どもの美術の教育に関わる専門家「アトリエリスタ」として、園での

活動と、書籍関連に注力している。

　【授業の学習内容】　

色彩・平面構成に対する理解を深め、基礎的な力を身につける事は

グラフィックデザイナー、イラストレーター等の仕事においては不可欠となる。本授業では、これらの基礎を実技演習を通して学習する。

　【到達目標】　

色彩・平面構成に対する理解を深め、基礎的な力を身につける。

時間をかけてしっかり描きこむ時間を経験する事で、仕事に対する集中力・持久力を身につける。

本授業修了時には、それらの能力を仕事（デザイン）に活かせるようになる。

授業計画・内容

[色と光1]併置加法混色/継時加法混色を理解する。

[色彩心理1]様々な視覚効果を学ぶ。

評価

[色の表示1b]トーンの知識を習得する。

[色彩調和1a]配色の基本的な考え方を理解する。

[色彩調和1b]配色の基本的な考え方を理解する。

[色彩調和1c]配色の基本的な考え方を理解する。

[配色イメージ1a]様々な配色のイメージの組み立て方を習得する。

[配色イメージ1b]様々な配色のイメージの組み立て方を習得する。

[色彩調和2a]自然の秩序からの色彩調和など、様々な調和の種類を理解する。

[色彩調和2b]自然の秩序からの色彩調和など、様々な調和の種類を理解する。

[色彩調和2c]自然の秩序からの色彩調和など、様々な調和の種類を理解する。

[配色イメージ2a]様々なイメージ別の配色法を習得する。

[配色イメージ2b]様々なイメージ別の配色法を習得する。

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。

創作の基礎を学ぶ時間です。

基礎的な技術に加え、制作に対する体力をトレーニングする場ですが、

創作の楽しさを沢山感じてもらえるような時間にしていきたいと思います。

　【使用教科書・教材・参考書】　

クロッキー帳/新配色カード199a/マスキング/定規/三角定規/コンパス

鉛筆/消しゴム・練りゴム/色鉛筆/アクリルガッシュ/ピグメントライナー

筆/プラ皿/紙パレット/筆洗用具/カッター/カッティングマット



Film Making
60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 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）

映像作品制作
必修

選択
選択 年次 1 担当教員 加藤　栄治

授業

形態

AE基本操作　静止画データを使用したモーショングラフィックス

演習
総時間

（単位）

【担当教員_　実務者経験】　

VJとして有名音楽番組や有名アーティストのライブ映像を手掛け、音楽映像以外にもTVドラマ・映画・CMの他、トヨタ・東芝・パナソニック・フランクミューラー・スカイプなど大企業の

プロモーション映像も制作。　その他プロ野球やJリーグ・Bリーグなどのスポーツ関連のほか、動画のネット配信も1998年より開始し数々のネット番組にも携わり、高レベルのネッ

ト番組配信にも強い。スイスやベルギーなどヨーロッパでも活躍。

　【授業の学習内容】　

アフターエフェクトの基本操作。　タイトル作成や実写にエフェクトをつけるなど、TV・CM・Youtube等で必要な機能の操作方法

　【到達目標】　

アフターエフェクトの基本操作の習得。　動画制作における「考え方」の習得

授業計画・内容

AE基本操作　テキストアニメーション等

AE基本操作　動かし方の理論等

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。

AE基本操作　静止画データを使用したモーショングラフィックス②

シェイプアニメーション①

シェイプアニメーション②

CG動画にエフェクトをつける①

CG動画にエフェクトをつける②

CG動画にエフェクトをつける③

実写を使用したエフェクト・合成③

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。

ゲームに使用するエフェクト①

ゲームに使用するエフェクト②

実写を使用したエフェクト・合成①

実写を使用したエフェクト・合成②

AIやソフトの進化により、スマホなどで簡単にできることと、高度な知識・技術が必要なことの2極化が進んでいます。

チュートリアル動画もネットに多くありますが、それだけでなく「考え方」や「オリジナル作品の制作」を意識するようにしていきましょう。

アフターはMayaほどではないですが、難易度は高めのソフトで半年ではマスターすることはできません。

最初は難しいと感じるかもしれませんが、あきらめずにがんばっていれば必ず使えるようになります。

逆に言えば難しいソフトほど使える人は少ないので、マスターすれば就職には有利になります。

　【使用教科書・教材・参考書】　

k.yoshikawa
取り消し線



Film Making 60 開講区分 前期

学科・専攻
デジタルクリエーター科

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

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。

ネットに数多くのチュートリアル動画が出ており、その通りに作るのは容易ですが、仕事では「ネットや過去にあった動画と同じようなもの」を作ることは、大きな仕事で

あればあるほどNGとされます。

知識・技術を得ても、それを使った自分の作品を作ることが重要です。仕事では少なくとも１作品に５０時間はかけます。授業だけではそのような時間をかけることは

不可能なため、自習を多くして作品を作っていくことを心がけましょう。

特に２年生は「あっという間」に過ぎていきます。　「いつかやろう」ではなく、すぐに行動を起こすようにしましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

二つ目の動画の企画

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作映像の企画

演習
総時間

（単位）

【担当教員_　実務者経験】　

VJとして有名音楽番組や有名アーティストのライブ映像を手掛け、音楽映像以外にもTVドラマ・映画・CMの他、トヨタ・東芝・パナソニック・フランクミューラー・スカイプなど大企業の

プロモーション映像も制作。　その他プロ野球やJリーグ・Bリーグなどのスポーツ関連のほか、動画のネット配信も1998年より開始し数々のネット番組にも携わり、高レベルのネッ

ト番組配信にも強い。スイスやベルギーなどヨーロッパでも活躍。

　【授業の学習内容】　

こちらの授業は１日で終わるものではなく、実際に仕事で使うようなCM等の動画を前期中に二つ作ることを前提に、それに必要なスキル・考え方を習得する。

撮影が必要な場合は守谷先生の撮影授業とリンクする場合あり

　【到達目標】　

CM・オープニング等、数十秒程度の動画をプロレベルで二つ作る。

授業計画・内容

映像制作演習①　実際にプロが作った動画の解析、作り方の説明

映像制作演習②　実際にプロが作った動画の解析、作り方の説明

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）

映像制作
必修

選択
選択 年次 2 担当教員 加藤　栄治

授業

形態

k.yoshikawa
取り消し線



Film Making 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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。

ネットに数多くのチュートリアル動画が出ており、その通りに作るのは容易ですが、仕事では「ネットや過去にあった動画と同じようなもの」を作ることは、大きな仕事で

あればあるほどNGとされます。

知識・技術を得ても、それを使った自分の作品を作ることが重要です。仕事では少なくとも１作品に５０時間はかけます。授業だけではそのような時間をかけることは

不可能なため、自習を多くして作品を作っていくことを心がけましょう。

特に２年生は「あっという間」に過ぎていきます。　「いつかやろう」ではなく、すぐに行動を起こすようにしましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

二つ目の動画の企画

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作　制作内容に合わせて個別に指導

自主製作映像の企画

演習
総時間

（単位）

【担当教員_　実務者経験】　

VJとして有名音楽番組や有名アーティストのライブ映像を手掛け、音楽映像以外にもTVドラマ・映画・CMの他、トヨタ・東芝・パナソニック・フランクミューラー・スカイプなど大企業の

プロモーション映像も制作。　その他プロ野球やJリーグ・Bリーグなどのスポーツ関連のほか、動画のネット配信も1998年より開始し数々のネット番組にも携わり、高レベルのネッ

ト番組配信にも強い。スイスやベルギーなどヨーロッパでも活躍。

　【授業の学習内容】　

こちらの授業は１日で終わるものではなく、実際に仕事で使うようなCM等の動画を前期中に二つ作ることを前提に、それに必要なスキル・考え方を習得する。

撮影が必要な場合は守谷先生の撮影授業とリンクする場合あり

　【到達目標】　

CM・オープニング等、数十秒程度の動画をプロレベルで二つ作る。

授業計画・内容

映像制作演習①　実際にプロが作った動画の解析、作り方の説明

映像制作演習②　実際にプロが作った動画の解析、作り方の説明

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）

映像制作
必修

選択
選択 年次 3 担当教員 加藤　栄治

授業

形態



2

IT・ICT 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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
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 デジタルクリエーター科 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

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】　



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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 大河内　俊宏

授業
形態

Premiere Pro③　エフェクトコントロールを習得する

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1998年〜2005年までグラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションに所属。2006年グラフィックデザイン制作事務所「ラディカル グラフィックス」設立。ロゴ、ポス
ター、パンフレット、パッケージ、デジタルサイネージ広告、PR動画などを中心にデザインを手がける。また国内外の展覧会にポスターを多数出展。

　【授業の学習内容】　

「Adobe Premiere Pro」「Adobe After Effects」を使用、動画編集、モーショングラフィックスの基本操作を習得します。

　【到達目標】　

「Adobe Premiere Pro」では動画編集の基礎（動画の色補正、エフェクトの応用、タイトル制作、テロップ入れ）。「Adobe After Effects」ではモーショングラフィックスの基
本動作を習得した上で自分のオリジナル動画が制作できることを目標とする。

授業計画・内容

Premiere Pro①　映像編集の概要、編集基礎、カラー補正を習得する

Premiere Pro②　速度調整、画面構成を習得する

評価

Premiere Pro④　エフェクトの機能を習得する

Premiere Pro⑤　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作　※タイトル、テロップ、エフェクトを効果的に活用する

Premiere Pro⑥　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作

Premiere Pro⑦　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作　完成、講評、プレゼン、データ提出

After Effects①　基本操作、モーション機能（図形の水平、曲線、進行方向移動、バウンド、ペンツールで描いてオブジェクト移動させる方法）を習得する

After Effects②　回転、音楽に合わせてオブジェクトを揺らす、音楽の波形を動かすことを習得する

After Effects③　タイトルアニメーション、リピータ演出、図形の組み合わせによるアニメーションを習得する

After Effects④　立体物によるライト、カメラレイヤーを理解し3D映像を習得する

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ　※必ずPremiere Pro+After Effects両方使用する

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ　　完成、講評、プレゼン、データ提出

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。

グラフィックの世界は紙の広告からデジタルサイネージ広告など動画（モーショングラフィックス）に変わりつつあります。「Adobe Premiere Pro」「Adobe
After Effects」を習得し、動画やモーショングラフィックスであなたの世界をもっと広げてほしいと思います。

　【使用教科書・教材・参考書】
筆記用具、USBメモリーもしくはハードディスクなどの記録媒体（動画は容量が大きくなるので容量の大きい媒体が望ましい）、イヤホンまたはヘッドホン



60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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 ３ 担当教員 大河内　俊宏

授業
形態

Premiere Pro③　エフェクトコントロールを習得する

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1998年〜2005年までグラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションに所属。2006年グラフィックデザイン制作事務所「ラディカル グラフィックス」設立。ロゴ、ポス
ター、パンフレット、パッケージ、デジタルサイネージ広告、PR動画などを中心にデザインを手がける。また国内外の展覧会にポスターを多数出展。

　【授業の学習内容】　

「Adobe Premiere Pro」「Adobe After Effects」を使用、動画編集、モーショングラフィックスの基本操作を習得します。

　【到達目標】　

「Adobe Premiere Pro」では動画編集の基礎（動画の色補正、エフェクトの応用、タイトル制作、テロップ入れ）。「Adobe After Effects」ではモーショングラフィックスの基
本動作を習得した上で自分のオリジナル動画が制作できることを目標とする。

授業計画・内容

Premiere Pro①　映像編集の概要、編集基礎、カラー補正を習得する

Premiere Pro②　速度調整、画面構成を習得する

評価

Premiere Pro④　エフェクトの機能を習得する

Premiere Pro⑤　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作　※タイトル、テロップ、エフェクトを効果的に活用する

Premiere Pro⑥　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作

Premiere Pro⑦　商品PR動画 15秒オリジナルムービー制作　完成、講評、プレゼン、データ提出

After Effects①　基本操作、モーション機能（図形の水平、曲線、進行方向移動、バウンド、ペンツールで描いてオブジェクト移動させる方法）を習得する

After Effects②　回転、音楽に合わせてオブジェクトを揺らす、音楽の波形を動かすことを習得する

After Effects③　タイトルアニメーション、リピータ演出、図形の組み合わせによるアニメーションを習得する

After Effects④　立体物によるライト、カメラレイヤーを理解し3D映像を習得する

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ　※必ずPremiere Pro+After Effects両方使用する

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ

自己紹介 オリジナル動画制作　15秒（OP動画5秒含む）テロップ入れ　　完成、講評、プレゼン、データ提出

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。

グラフィックの世界は紙の広告からデジタルサイネージ広告など動画（モーショングラフィックス）に変わりつつあります。「Adobe Premiere Pro」「Adobe
After Effects」を習得し、動画やモーショングラフィックスであなたの世界をもっと広げてほしいと思います。

　【使用教科書・教材・参考書】
筆記用具、USBメモリーもしくはハードディスクなどの記録媒体（動画は容量が大きくなるので容量の大きい媒体が望ましい）、イヤホンまたはヘッドホン



Creative workshop 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

グラフィックデザインのスキルは様々な業種で求められますのでこの授業を介して視野を広げて下さい。その為にも自らが常に意識して考え動く事がとて
も大切となります。何気無い会話から良いアイディアが生まれる事も沢山ありますのでこの授業の中では色々な情報交換をしたりしながらモノ創りの愉し
さと難しさを堪能して下さい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

筆記用具・記憶メディア・他

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。

Re.design ③　 テーマとコンセプトの違いと導き方を理解出来るようになる。

Re.design ④　 ラフデザインの重要性を理解し描き方とまとめ方が出来るようになる。

Re.design ⑤　　プレゼンテーションと準備について理解をする。

Re.design ⑥ 　発表と講評会　→　感じた事や改善したい事など、どの様に反映し次に活かすかについて理解をする。

時代の移り変わりとデザインについて理解をする。

個性とセンス　　個性とセンスについて理解をし、自身の個性に対してどの様な特徴があるのかを考える。

ロゴマークとロゴタイプついて⑤　　『発表と講評会』　→　感じた事や改善したい事など、どの様に反映し次に活かすかについて理解をする。

後期始まりまでの取り組みと対策について　『個人面談』

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。

ロゴマークとロゴタイプついて①　　CIとVIについて理解する。　ラフデザイン３点作成 ワークフロー実習のテーマ発
表

ロゴマークとロゴタイプついて②　　ラフデザイン３点作成→チェック→１点Illustrator&Photoshopを使用して制作

ロゴマークとロゴタイプついて③　　Illustrator&Photoshopを使用して制作する中で制作ポイントや注意点などを理解する。

ロゴマークとロゴタイプついて④　　Illustrator&Photoshopを使用して制作する中で制作ポイントや注意点などを理解する。

Re.design ②　　他者との比較、視察レポートのまとめ方、情報の整理が出来るようになる。

演習
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のか、どの様なスキルと成果物が必要なのかといった根本を知り、自身の個性と成果物をアピールをすべきなのかを学習していき
ます。企画・レイアウト・印刷・製本・加工・撮影といった様々な工程を通じて請求力の高い、オリジナルのポートフォリオを制作していきます。

　【到達目標】　

自身の個性と請求力が伝わるポートフォリオの完成。　就職活動用・デピュー活動用というポートフォリオ制作だけではなく、クリエイターとしての必須アイテムとなる
ポートフォリオ制作が出来るようになる。また、ブラッシュアップ・デザインにおいて求められる精度を制作から習得することを目標とする。

授業計画・内容

グラフィックデザインについて　　グラフィックデザインの様々な仕事に対する考え方やワークフロー、着眼点を理解出来る様になる。

Re.design ①　　Re.designに対する考え方と専門用語を理解出来るようになる。　 ワークフロー実習のテーマ発
表

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 鈴川　貴久

授業
形態



Creative Workshop 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科　 4 曜日/時限 火曜/3・4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。

コミュニケーションとキャンペーンの仕組みを自信をもってプレゼンテーションできるよう、課題に取り組み、丁寧な調査とそこからの発見で完成度と向上
心を磨いてください。
チーム内で自分の意見をはっきり相手に伝えましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

キャンペーンの仕組み、アイディアの講評、評価

グループ内で、SDGSのテーマを新しい発見として取り組む。

各グループのコンセプトとその背景のプレゼンテーションを行う。

プレゼンテーションに基づいたメディア選択を決定する。

各メディア事のラフスケッチの授業とプレゼンテーションを行う。

キャンペーンの組み立てのブラッシュアップを行う。

ブラッシュアップの方法論とキャンペーンテクノロジーのプレゼンテーションを行う。

キャンペーンアイディアのブラッシュアップから実制作へ①

キャンペーンアイディアブラッシュアップから実制作へ②

キャンペーンの為に実制作した作品のプレゼンテーションを行う。

実制作した作品のキャンペーンの仕組み、テクノロジーとアイディアについて議論する。

完成したキャンペーンとその為の作品のプレゼンテーションを行う。

議論後に調査をして方向性のブラッシュアップを行う。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

早稲田大学卒業。広告制作プロダクションである(株)日本デザインセンター・(株)サン・アドを経て独立し、フリーランスで活動中。主なクライアントは外資系広告代理
店。
クリエィティブディレクター/コピーライター

　【授業の学習内容】　

・コンセプトメイキングから、実制作に至るまでのすべての過程でのプレゼンテーション能力の向上。
・グループ制作による、議論の方法論、結論への導き方、コミュニケーションキャンペーンでのデザイン感覚の養成とデザインの可能性の追及。
・キャンペーン制作を通して、より実践的なコミュニケーションデザインに対する理解を深める。

　【到達目標】　

・すべての学生が説得力のある個性を活かしたプレゼンテーションができるようになる。
コミュニケーションとしてのデザインの可能性を理解し、実社会で活かしていく。
・キャンペーンのしくみ、表現のテクノロジー、実寸サイズ感を身体に覚え込ませる。
・実践的なデザイン力の養成。

授業計画・内容

２グループに分かれ、SDGSへの取り組みについて理解する。

グループごとの課題を理解し、議論をする。

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）

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 東倉　田長

授業
形態



Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 2 曜日/時限 火曜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

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】　

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%

第3回コミュニケーションスキルアップ研修

コミュニケーションスキルアップ検定模擬試験

卒業生特別講義(レポート提出)

アンケートなど前期の振り返り)

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。

コミュニケーションスキルアップ検定

メールの送り方と電話のかけ方

パワーポイントの練習

パワーポイントを使ったプレゼンテーション

　【到達目標】　

自己理解を深め、自分の表現ができるようになること。
他人を受け入れ、より良い学校生活にする。

授業計画・内容

オリエンテーション

ＩＴリテラシー・サポートアンケート

総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

・社会に必要なコミュニケーション能力を身につける
・自分を理解し、卒業後の進路について考える

コンセンサスゲーム1回目(グループワーク)

コンセンサスゲーム2回目(グループワーク)

ポートフォリオについて

第2回コミュニケーションスキルアップ研修

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

日常行動スコアシートと認知特性テストの実施

演習



1

Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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）



Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 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

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】　

評価

電話のコミュニケーション

ビジネスメールの基本

ビジネス文章

社会人マナー①

社会人マナー②

リブリオバトル

グループワーク

「お金や法律について」特別講義①

「お金や法律について」特別講義②

「お金や法律について」特別講義③

後期ガイダンス

自分の長所・強味（履歴書・企業研究）

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

自身のキャリアを形成していくため、また人間関係を円滑にし、自分以外の人々と協力して目的を達成することを様々なワークを通じて学びます。

　【到達目標】　

学生生活を成功させるために、また、社会人・職業人として活躍するために必要な知識、知恵、マインドを身につける。

授業計画・内容

・3つの習慣
（主体的に行動する、目的を持って行動する、時間管理）
・1年の目標設定

1年間の計画（やるべきことの再確認）

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



1

Computer Basic 60 開講区分 前期

学科・専攻 デジタルクリエーター科 4 曜日/時限 木曜日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
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11回目
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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）

コンピューターデジタル基礎
必修

選択
必修 年次 1 担当教員 守屋　謙一郎

授業

形態

実際にカメラを使ってみる1 カメラのスチッチや使い方の説明

演習
総時間

（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

1995年から印刷所勤務を経てフリーに。主なクライアント、電通他広告代理店、JPMD、各印刷所、各航空会社、旅行代理店の広告企画、デザイン、CM制作、静止画撮影、動画撮

影および編集を国内、海外で行う。関係各所の依頼で被災地のボランティア撮影も行なっている。

　【授業の学習内容】　

一眼カメラ、ビデオカメラを使い素材を撮影。カメラの使い方の基礎とADOBE社、APPLE社、ブラックマジック社のソフトを用いてデジタル編集を行う。各人により方制作物の方向性

が異なると思うが、パソコンから見ればカメラアナログで現場での撮影する事が必須となる。自身の表現力の幅を広げるためにカメラの操作および仕組みを学ぶ。 プロの現場では

CGスキルだけでは成り立たない。実際に撮影する経験やビデオグラファーと接する事でより良い作品作りが行われている。自身のスキルアップにつなげるためカメラ知識の習得

を行う

　【到達目標】　

単独、グループで映像を最低各1本づつ制作。まずは自身の好きなジャンルは何かを見つけましょう。方向性も合わせて認識する事。

授業計画・内容

商業映像とは様々なCMを見てみる。デジタルとアナログの必要性を学ぶ。自身の好きな動画を持参すること

商業映像の撮影の方法を学ぶ、様々な撮影方法、編集に必要な機材とは、機材の説明

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。

実際にカメラを使ってみる2 画角他カメラの基礎知識を学ぶ

実際にカメラを使ってみる3 画角他カメラの基礎知識を学ぶ

どのような映像を作るのか、簡易的な絵コンテを学ぶ

絵コンテに基づき撮影してみる

前週で撮影した動画ソースをみて、実際に組み立てられるかを検討する

足りない撮影ソースを撮影する　実習

講評会。人に見てもらい評価されることで、自身の気がつかなった表現を掘り下げる

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。

足りない撮影ソースを撮影する　実習

足りない撮影ソースを撮影する2 実習

映像を編集する1

映像を編集する2

映像を編集する3

専門的な機材の熟知と自然に対する認識を持つことを（例、朝昼夜、天候、季節、生物の生態等）必須と考え、1年かけて勉強し習得しましょう。CGやアニメーション

は人間の認識している現実を元に制作されています。カメラを使う事で、表現力を身につけましょう。 スマートフォンでの撮影も見込まれるため、バッテリーの充電やメ

モリの空き確認をしておく事

【使用教科書・教材・参考書】
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