
30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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 総復習

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

筆記用具　動きやすい服装に着替えて参加すること

評価方法記載事例①

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、「*◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯」 とする。
*(制作課題の提出率および完成度とする)　(提出課題の完成度およびプレゼンレベルとする) (筆記試験点数とする）(提出レポートの内容完成度とする）

評価方法記載事例②

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、以下の割合にておこなう。
◎テスト演習10%
◎演習課題の完成度_90%

解説

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。

初めまして.。ピラティスインストラクターRinaです！！
姿勢評価から正しい姿勢に戻るためにストレッチや自重トレーニング、ピラティスを用いて身体を整え不調のない心身をつくりましょう！
そしてさらにゲームに集中できるようパフォーマンスアップに役立てていけるようサポートします。宜しくお願い致します。

【使用教科書 教材 参考書】

栄養学②　減量について理解できる

アロマケアについて理解できる

ボディケアについて理解できる①

ボディケアについて理解できる①

試験

動的ストレッチについて実施・理解できる

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる①

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる②

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる③

栄養学①　三大栄養素について理解できる

自分でできるストレッチやトレーニング方法を習得する
ゲームに集中するための身体づくりのための基礎知識を理解する

授業計画・内容

フィジカルトレーニングについて理解できる

姿勢・姿勢評価について理解できる

静的ストレッチについて実施・理解できる

　【担当教員_　実務者経験】　

2020年にzenplaceに入社しピラティスインストラクターとして２年間勤め20代から70代の幅広いお客様のボディメイクや痛みの根本解決に携わってきました。
4月からフリーランスとして幅を広げて、心身共に健康にそしていつまでも元気に痛みや不調のない身体づくりをサポートしていきます。

　【授業の学習内容】　

競技寿命を延ばすだけでなく、身体の不調を発生させないための、フィジカル強化の重要性をイメージさせ、個々の身体のフィジカル強化を実施
姿勢不良を解剖学的に理解するとともに、フィジカルトレーニング法を習得する。

　【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）

ゲーミングワークショップ

Gaming workshop

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 林　里菜

授業
形態

演習
総時間
（単位）



30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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 総復習

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

筆記用具　動きやすい服装に着替えて参加すること

評価方法記載事例①

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、「*◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯」 とする。
*(制作課題の提出率および完成度とする)　(提出課題の完成度およびプレゼンレベルとする) (筆記試験点数とする）(提出レポートの内容完成度とする）

評価方法記載事例②

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、以下の割合にておこなう。
◎テスト演習10%
◎演習課題の完成度_90%

解説

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。

初めまして。︎ピラティスインストラクターRinaです！！
姿勢評価から正しい姿勢に戻るためにストレッチや自重トレーニング、ピラティスを用いて身体を整え不調のない心身をつくりましょう！
そしてさらにゲームに集中できるようパフォーマンスアップに役立てていけるようサポートします。宜しくお願い致します。

【使用教科書 教材 参考書】

栄養学②　減量について理解できる

アロマケアについて理解できる

ボディケアについて理解できる①

ボディケアについて理解できる①

試験

動的ストレッチについて実施・理解できる

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる①

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる②

自重フィジカルエクササイズについて実施・理解できる③

栄養学①　三大栄養素について理解できる

自分でできるストレッチやトレーニング方法を習得する
ゲームに集中するための身体づくりのための基礎知識を理解する

授業計画・内容

フィジカルトレーニングについて理解できる

姿勢・姿勢評価について理解できる

静的ストレッチについて実施・理解できる

　【担当教員_　実務者経験】　

2020年にzenplaceに入社しピラティスインストラクターとして２年間勤め20代から70代の幅広いお客様のボディメイクや痛みの根本解決に携わってきました。
4月からフリーランスとして幅を広げて、心身共に健康にそしていつまでも元気に痛みや不調のない身体づくりをサポートしていきます。

　【授業の学習内容】　

競技寿命を延ばすだけでなく、身体の不調を発生させないための、フィジカル強化の重要性をイメージさせ、個々の身体のフィジカル強化を実施
姿勢不良を解剖学的に理解するとともに、フィジカルトレーニング法を習得する。

　【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）

ゲーミングワークショップ

Gaming workshop

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 林　里菜

授業
形態

演習
総時間
（単位）



30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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

【使用教科書 教材 参考書】

機材セッティング実技テスト

機材セッティング実技テスト

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。
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。
◎機材セッティング実技テスト 10%
◎演習課題　企画立案の完成度、撮影配信機材の知識理解度、配信方法の知識理解度の各10%　合計40%

コロナ禍において、ライブ配信という方法は実生活に必要不可欠なものとなりました。
学校卒業を経た後でも社会生活に使える撮影や配信の知識や技術を身につけて頂けたらと思います。

機材セッティング

OBSの使い方（設定方法）

OBSの使い方（配信方法・応用編）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

撮影機材の仕組みを学ぶ

撮影機材の仕組みを学ぶ

ライブ配信の仕組み

ライブ配信の仕組み

機材セッティング

一人でイベントの企画立案から配信までできる知識と技術を身に着ける

授業計画・内容

オリエンテーション

イベント企画（企画立案）

イベント企画（制作方法の策定）

　【担当教員_　実務者経験】　

齋藤佑樹（株式会社ナップアップ）
アーティストやライバーのマネージメントを経て、アーティストのVJ、ライブ配信の企画制作を担当。
その他ミュージックビデオや企業PR動画の制作、セミナーやe-sportsなどのライブ配信を数多く企画制作する。

　【授業の学習内容】　

下記が学ぶ内容です。

イベント企画と配信方法、ビデオカメラ&一眼カメラの使い方、YouTubeライブ配信の仕組み、各配信機材の使い方

　【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）

ゲーミングワークショップ

Gaming workshop

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 齋藤佑樹

授業
形態

演習
総時間
（単位）



30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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

【使用教科書 教材 参考書】

機材セッティング実技テスト

機材セッティング実技テスト

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。
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。
◎機材セッティング実技テスト 10%
◎演習課題　企画立案の完成度、撮影配信機材の知識理解度、配信方法の知識理解度の各10%　合計40%

コロナ禍において、ライブ配信という方法は実生活に必要不可欠なものとなりました。
学校卒業を経た後でも社会生活に使える撮影や配信の知識や技術を身につけて頂けたらと思います。

機材セッティング

OBSの使い方（設定方法）

OBSの使い方（配信方法・応用編）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

撮影機材の仕組みを学ぶ

撮影機材の仕組みを学ぶ

ライブ配信の仕組み

ライブ配信の仕組み

機材セッティング

一人でイベントの企画立案から配信までできる知識と技術を身に着ける

授業計画・内容

オリエンテーション

イベント企画（企画立案）

イベント企画（制作方法の策定）

　【担当教員_　実務者経験】　

齋藤佑樹（株式会社ナップアップ）
アーティストやライバーのマネージメントを経て、アーティストのVJ、ライブ配信の企画制作を担当。
その他ミュージックビデオや企業PR動画の制作、セミナーやe-sportsなどのライブ配信を数多く企画制作する。

　【授業の学習内容】　

下記が学ぶ内容です。

イベント企画と配信方法、ビデオカメラ&一眼カメラの使い方、YouTubeライブ配信の仕組み、各配信機材の使い方

　【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）

ゲーミングワークショップ

Gaming workshop

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 齋藤佑樹

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 火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】

競技シーンを想定したランクマッチ①

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。

みんなで楽しんでLOLを学んで頑張りましょう

ランクマッチおよび振り返り①

ランクマッチおよび振り返り②

ランクマッチおよび振り返り③

ランクマッチおよび振り返り④

フィジカルテスト

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する③

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する④

チームゲームの動きの振り返り　（マクロ）

受講者全員がプロレベルのスキルを習得する。ゲーム内のランクマッチにおいて、おおよそ上位1割（ダイアモンド）が所属するレベルに到達する。

授業計画・内容

LOLの基本の動画・アーカイブなどを解説しながら、様々なLOLの基本の動きを解説する

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

　【担当教員_　実務者経験】　

元戦国ゲーミングLOL部門所属　現戦国ゲーミングacademy所属

　【授業の学習内容】　

LOLを通して、全てのゲームに置ける共通認識や共通の技術を習得する。基本的には学生5人1組となり、チームとして実際にプレイする。

　【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）

ゲーム研究

Game Research

必修
選択

選択 年次 1 担当教員 Taka

授業
形態

演習
総時間
（単位）



90 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 6 曜日/時限 火3.4.5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】

競技シーンを想定したランクマッチ①

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。

みんなで楽しんでLOLを学んで頑張りましょう

ランクマッチおよび振り返り①

ランクマッチおよび振り返り②

ランクマッチおよび振り返り③

ランクマッチおよび振り返り④

フィジカルテスト

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する③

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する④

チームゲームの動きの振り返り　（マクロ）

受講者全員がプロレベルのスキルを習得する。ゲーム内のランクマッチにおいて、おおよそ上位1割（ダイアモンド）が所属するレベルに到達する。

授業計画・内容

LOLの基本の動画・アーカイブなどを解説しながら、様々なLOLの基本の動きを解説する

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

　【担当教員_　実務者経験】　

元戦国ゲーミングLOL部門所属　現戦国ゲーミングacademy所属

　【授業の学習内容】　

LOLを通して、全てのゲームに置ける共通認識や共通の技術を習得する。基本的には学生5人1組となり、チームとして実際にプレイする。

　【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）

ゲーム研究

Game Research

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 Taka

授業
形態

演習
総時間
（単位）



90 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 6 曜日/時限 火3.4.5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】

競技シーンを想定したランクマッチ①

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。

みんなで楽しんでLOLを学んで頑張りましょう

ランクマッチおよび振り返り①

ランクマッチおよび振り返り②

ランクマッチおよび振り返り③

ランクマッチおよび振り返り④

フィジカルテスト

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する③

ランクアップの為にノーマルマッチでキルを確実に拾うことが出来るスキルを習得する④

チームゲームの動きの振り返り　（マクロ）

受講者全員がプロレベルのスキルを習得する。ゲーム内のランクマッチにおいて、おおよそ上位1割（ダイアモンド）が所属するレベルに到達する。

授業計画・内容

LOLの基本の動画・アーカイブなどを解説しながら、様々なLOLの基本の動きを解説する

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する①

基本の操作を学ぶためにAI戦で確実に拾うことが出来るスキルを習得する②

　【担当教員_　実務者経験】　

元戦国ゲーミングLOL部門所属　現戦国ゲーミングacademy所属

　【授業の学習内容】　

LOLを通して、全てのゲームに置ける共通認識や共通の技術を習得する。基本的には学生5人1組となり、チームとして実際にプレイする。

　【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）

ゲーム研究

Game Research

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 Taka

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 火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】　

名古屋・仙台・札幌合同練習試合①

名古屋・仙台・札幌合同練習試合②

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。

大会を想定したチーム作り（ロールの最終決定、セットプレイのMTG）

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）①

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）②

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）➂

COMカップ　評価・解説

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）➂

ロール別の理解度チェック、ゲーム理解度を深めるためロール変更

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）④

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑤

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑥

技術、知識、人間性、社会性等のスキルを、プロゲーマー以外の業種でも通用するレベルまで高める。

授業計画・内容

ランク別にチーム分け、テストスクリムをしながらロール決める。

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）①

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）②

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

VALORANTを用いてFPS全般の技術と理解、チームスポーツ（ゲーム）の理解を高める。
ランクの近しい者同士で5人1チームを作り、座学、実戦形式の両方で学んでいく。

　【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

Creative workshop

必修
選択

選択 年次 1 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 火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】　

名古屋・仙台・札幌合同練習試合①

名古屋・仙台・札幌合同練習試合②

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。

大会を想定したチーム作り（ロールの最終決定、セットプレイのMTG）

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）①

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）②

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）➂

COMカップ　評価・解説

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）➂

ロール別の理解度チェック、ゲーム理解度を深めるためロール変更

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）④

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑤

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑥

技術、知識、人間性、社会性等のスキルを、プロゲーマー以外の業種でも通用するレベルまで高める。

授業計画・内容

ランク別にチーム分け、テストスクリムをしながらロール決める。

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）①

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）②

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

VALORANTを用いてFPS全般の技術と理解、チームスポーツ（ゲーム）の理解を高める。
ランクの近しい者同士で5人1チームを作り、座学、実戦形式の両方で学んでいく。

　【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

Creative workshop

必修
選択

選択 年次 2 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 火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】　

名古屋・仙台・札幌合同練習試合①

名古屋・仙台・札幌合同練習試合②

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。

大会を想定したチーム作り（ロールの最終決定、セットプレイのMTG）

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）①

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）②

大会を想定した合同スクリム（解説＋反省会）➂

COMカップ　評価・解説

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）➂

ロール別の理解度チェック、ゲーム理解度を深めるためロール変更

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）④

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑤

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）⑥

技術、知識、人間性、社会性等のスキルを、プロゲーマー以外の業種でも通用するレベルまで高める。

授業計画・内容

ランク別にチーム分け、テストスクリムをしながらロール決める。

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）①

合同スクリムにて、各ロールの理解度を深める（スクリム後、解説＋反省会）②

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

VALORANTを用いてFPS全般の技術と理解、チームスポーツ（ゲーム）の理解を高める。
ランクの近しい者同士で5人1チームを作り、座学、実戦形式の両方で学んでいく。

　【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

Creative workshop

必修
選択

選択 年次 3 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 月曜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 オリジナルの動画を作る

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

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。

コロナ渦において動画バブルが起こり、プロゲーマーの認知度があがりイベントも増え、ゲーマーにとってのチャンスが広がりました。
同時に参加者が増え競争に勝つのは容易ではありません。
配信は「こんなこと他にやってる人いっぱいいるから」と最初からあきらめる人もいますが、多くの成功者の共通点は「とりあえず行動を起こす・続ける」と
いうところにあります。
またストリーマーに限らずエディターとしての需要はゲームに限らず多いため、動画編集は必須のスキルと言えるでしょう。

　【使用教科書・教材・参考書】

Vtuber制作

OBSでのスイッチングを使った配信　スティンガー制作

アクセス解析　SEO

選手紹介・自己紹介動画作成

オリジナルの動画を作る

プレミア基本操作　音ハメ編集（モンタージュ）①　タイトルの作り方等

プレミア基本操作　音ハメ編集② スピード調節等

プレミア基本操作　音ハメ編集③

サムネ制作①

サムネ制作②　一部アフターエフェクト使用

ネットにあがっている１０万再生以上の配信動画に使われている技術等の習得。　就活において必要となるような動画の制作。　配信システムの理解

授業計画・内容

OBSでの録画、プレミアの基本操作①

OBSでの録画、プレミアの基本操作②　ノイズ除去方法や、カメラ・マイク・ゲームの音声をわけた録画等

プレミア基本操作　テロップの自動文字起こし等

担当教員

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】　

プレミアとOBSを使った映像編集・動画配信の基本操作・設定等の習得。　音ハメ（モンタージュ）映像やプロっぽいサムネ等の作成。　アクセス解析やSEO（アクセス
アップ）等の方法等。

　【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

Creative workshop

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 加藤　栄治

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 月曜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 オリジナルの動画を作る

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

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。

コロナ渦において動画バブルが起こり、プロゲーマーの認知度があがりイベントも増え、ゲーマーにとってのチャンスが広がりました。
同時に参加者が増え競争に勝つのは容易ではありません。
配信は「こんなこと他にやってる人いっぱいいるから」と最初からあきらめる人もいますが、多くの成功者の共通点は「とりあえず行動を起こす・続ける」と
いうところにあります。
またストリーマーに限らずエディターとしての需要はゲームに限らず多いため、動画編集は必須のスキルと言えるでしょう。

　【使用教科書・教材・参考書】

Vtuber制作

OBSでのスイッチングを使った配信　スティンガー制作

アクセス解析　SEO

選手紹介・自己紹介動画作成

オリジナルの動画を作る

プレミア基本操作　音ハメ編集①　タイトルの作り方等

プレミア基本操作　音ハメ編集② スピード調節等

プレミア基本操作　音ハメ編集③

サムネ制作①

サムネ制作②　一部アフターエフェクト使用

ネットにあがっている１０万再生以上の配信動画に使われている技術等の習得。　就活において必要となるような動画の制作。　配信システムの理解

授業計画・内容

OBSでの録画、プレミアの基本操作①

OBSでの録画、プレミアの基本操作②　ノイズ除去・カメラ・マイク・ゲームの音声をわけた録画等

プレミア基本操作　テロップの自動文字起こし等

担当教員

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】　

プレミアとOBSを使った映像編集・動画配信の基本操作・設定等の習得。　音ハメ（モンタージュ）映像やプロっぽいサムネ等の作成。　アクセス解析やSEO（アクセス
アップ）等の方法等。

　【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

Creative workshop

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 加藤　栄治

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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

講義
演習

総時間
（単位）



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 2 曜日/時限 金曜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ワークショップ②：ワークショップを通して、コミュニケーション能力をアップすることができる。

コミュニケーションワークショップ③：ワークショップを通して、コミュニケーション能力をアップすることができる。

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。

アイデアワークショップ①：アイデアの出し方について

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

特別講義：業界のトップランナーをお招きし最先端の技術・マインドセットについて学ぶことができる。

コミュニケーションワークショップ①：ワークショップを通して、コミュニケーション能力をアップすることができる。

・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：2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し応用することができる。

業界研究①OB・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。

　【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 2 担当教員

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 2 曜日/時限 木曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

　【使用教科書・教材・参考書】

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

後期ガイダンス：後期の制作に向け目標を設定することができる。

評価

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

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

個別進路相談②

個別進路相談③

集団面接模擬体験②

個別面接模擬体験②

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

就職活動スキル②

就職活動スキル③

集団面接模擬体験①

個別面接模擬体験①

個別進路相談①

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

授業計画・内容

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

ITガイダンス：ITリテラシーについて理解することができる。

就職活動スキル①

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

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

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

キャリアデザイン
必修
選択

必修 年次 3 担当教員

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）



Career management 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 2 曜日/時限 水曜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）

キャリアマネジメント
必修
選択

必修 年次 3 担当教員 近藤　萌苑

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 4 曜日/時限 火曜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】　

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行｜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。

コロナでイベントのあり方が問われています。
イベント実施のノウハウだけでなく、イベントの目的や機能を向上させる方法を多面的に学びます。
現場がある場合は、実践を通してイベントの意義を学びます。

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第三章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第四章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト振り返り｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベント検定直前対策講義

イベント検定振り返り

□イベントを一から企画し、プロジェクト化して推進していくことができる総合力の形成
□（一社）日本イベント産業振興協会｜イベント検定3級の取得

授業計画・内容

イントロダクション｜シラバス説明・夏季休暇中イベントの振り返り報告

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第一章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第二章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

　【担当教員_　実務者経験】　

株式会社新東通信は、愛知県名古屋市中区と東京都中央区に本社を置く独立系の総合広告会社。

　【授業の学習内容】　

eスポーツに限らず、イベント運営の基礎知識の体系的な学習とともに
イベント実施を通した、実務ノウハウの習得

　【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）

ゲームビジネス

Game business

必修
選択

選択 年次 1 担当教員 （株）新東通信 クリエイティブ本部 土方

授業
形態

演習
総時間
（単位）



90 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 6 曜日/時限 火曜3.4.5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】　

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行｜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。

コロナでイベントのあり方が問われています。
イベント実施のノウハウだけでなく、イベントの目的や機能を向上させる方法を多面的に学びます。
現場がある場合は、実践を通してイベントの意義を学びます。

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第三章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第四章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト振り返り｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベント検定直前対策講義

イベント検定振り返り

□イベントを一から企画し、プロジェクト化して推進していくことができる総合力の形成
□（一社）日本イベント産業振興協会｜イベント検定3級の取得

授業計画・内容

イントロダクション｜シラバス説明・夏季休暇中イベントの振り返り報告

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第一章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第二章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

　【担当教員_　実務者経験】　

株式会社新東通信は、愛知県名古屋市中区と東京都中央区に本社を置く独立系の総合広告会社。

　【授業の学習内容】　

eスポーツに限らず、イベント運営の基礎知識の体系的な学習とともに
イベント実施を通した、実務ノウハウの習得

　【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）

ゲームビジネス

Game business

必修
選択

選択 年次 2 担当教員 （株）新東通信 クリエイティブ本部 土方

授業
形態

演習
総時間
（単位）



90 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 6 曜日/時限 火曜3.4.5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】　

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行｜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。

コロナでイベントのあり方が問われています。
イベント実施のノウハウだけでなく、イベントの目的や機能を向上させる方法を多面的に学びます。
現場がある場合は、実践を通してイベントの意義を学びます。

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第三章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第四章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト振り返り｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベント検定直前対策講義

イベント検定振り返り

□イベントを一から企画し、プロジェクト化して推進していくことができる総合力の形成
□（一社）日本イベント産業振興協会｜イベント検定3級の取得

授業計画・内容

イントロダクション｜シラバス説明・夏季休暇中イベントの振り返り報告

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第一章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

イベントの基礎知識｜イベント検定テキスト第二章｜企業イベントでの実地研修及び準備進行

　【担当教員_　実務者経験】　

株式会社新東通信は、愛知県名古屋市中区と東京都中央区に本社を置く独立系の総合広告会社。

　【授業の学習内容】　

eスポーツに限らず、イベント運営の基礎知識の体系的な学習とともに
イベント実施を通した、実務ノウハウの習得

　【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）

ゲームビジネス

Game business

必修
選択

選択 年次 3 担当教員 （株）新東通信 クリエイティブ本部 土方

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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

【使用教科書 教材 参考書】

機材セッティング実技テスト

機材セッティング実技テスト

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。
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。
◎機材セッティング実技テスト 10%
◎演習課題　企画立案の完成度、撮影配信機材の知識理解度、配信方法の知識理解度の各10%　合計40%

コロナ禍において、ライブ配信という方法は実生活に必要不可欠なものとなりました。
学校卒業を経た後でも社会生活に使える撮影や配信の知識や技術を身につけて頂けたらと思います。

機材セッティング

OBSの使い方（設定方法）

OBSの使い方（配信方法・応用編）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

イベント配信（例：ゲーム配信など）

撮影機材の仕組みを学ぶ

撮影機材の仕組みを学ぶ

ライブ配信の仕組み

ライブ配信の仕組み

機材セッティング

一人でイベントの企画立案から配信までできる知識と技術を身に着ける

授業計画・内容

オリエンテーション

イベント企画（企画立案）

イベント企画（制作方法の策定）

　【担当教員_　実務者経験】　

齋藤佑樹（株式会社ナップアップ）
アーティストやライバーのマネージメントを経て、アーティストのVJ、ライブ配信の企画制作を担当。
その他ミュージックビデオや企業PR動画の制作、セミナーやe-sportsなどのライブ配信を数多く企画制作する。

　【授業の学習内容】　

下記が学ぶ内容です。

イベント企画と配信方法、ビデオカメラ&一眼カメラの使い方、YouTubeライブ配信の仕組み、各配信機材の使い方

　【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 1 担当教員 齋藤佑樹

授業
形態

演習
総時間
（単位）



60 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports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(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

illustarator＆Photoshop　前期まとめ　　前期の自己確認を行う。　後期に向けて自分の課題が克服できるようになる。

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）

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

授業
形態



English 30 開講区分 前期

学科・専攻 e-sports科 2 曜日/時限 水曜 5時

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】

Speak Now 1

定期試験

定期試験返却、解説

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。

授業を受けるにあたり、中学と高校の英語の復習をしておきましょう。

L.21＆23 価格についての受け答えができるようになる。頻度についての表現方法を学ぶ。

L.28 食事に関する表現方法を学ぶ。レストランで注文ができるようになる。

L.29＆30 過去の出来事について述べられるようになる。

L.32 未来の計画について述べられるようになる。

復習

L.8 意見を尋ねる、述べる。招待に対する受け答えについて学ぶ。

L.11 褒める表現、また褒められたときの受け答えについて学ぶ。

L7,13 時間について尋ねる、道案内ができるようになる。

L.14 質問に対する受け答えができるようになる。

L.19＆20 場所について説明できる、道順を教える、また答えることができるようになる。

・海外研修や職場、日常生活で使う英語コミュニケーションスキルの習得する。
・相手が何を求めているのかを確認したり、依頼や意見を聞いたり、様々な場面での英語を学ぶ。
・英語学習に対する興味を高くし、海外文化についての理解を深めたり、国際的なコミュニケーションをするための自信をつける。
・後期のE-sports分野に特化した英語学習の準備ができる。

授業計画・内容

L.1 オリエンテーション、自己紹介、挨拶の仕方を学ぶ。

L.3 パーソナルな情報について、受け答えができるようになる。

L.6 趣味、好きなことについて尋ねる、また答えることができるようになる。

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

主に高校時代に既に学んだ英語の文法や語彙に関する知識の復習と、ネイティブ講師とのスピーキングやリスニング練習を通じ、日常の様々な場面において自分の
伝えたいことを自分の言葉で表現する方法を学ぶ。

　【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）

英語
必修
選択

必修 年次 1 担当教員

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）


	ゲーミングワークショップⅠ
	フィジカルトレーニング2年生

	ゲーミングワークショップⅡ
	フィジカルトレーニング3年生
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