
Comic Creation 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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）

マンガ制作
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 瀧　玲子

授業
形態

自己紹介マンガのネームを描きます。

実習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

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

　【授業の学習内容】　

プロデビューを目指す。
その為に大事な、スケジュール管理、スキルの向上を目指し、さらに作家として一番重要な感性を磨く。
目指す環境によってはデジタルが必要になるため、個人面談をしながらデジタルでも制作していけるようにする。
マンガの作り方、道具（デジタル環境）の使い方を一から学ぶ。

　【到達目標】　

前期中に自己紹介マンガ4枚、できそうな人はオリジナルで8枚、完成作品を作る。
漫画家メインの人は自分がデビューしたい雑誌を決めて、そこにあう作品作りをする。
イラストメインの人も、漫画が描けるようになるメリットを感じてもらい、後期に繋げる。

授業計画・内容

マンガの基礎から学びます。自己紹介マンガのネームの作り方を学び、キャラ表、プロットを描きます。

マンガやイラストを描くための知識の1つとして簡単なパースの説明をします。

先週作ったキャラたちを使い、どうやって話を作っていくのか学ぶ。

自己紹介マンガのネームを描きます。

デジタルでのマンガの描き方を学びます。

ネームができた人からデジタル（もしくはアナログ）で下描きを始めます。

ネームができた人からデジタル（もしくはアナログ）で下描きを始めます。

ネームができた人からデジタル（もしくはアナログ）で下描きを始めます。

下描きができたらチェックを受け、修正してもらいます。

ペン入れ、効果、描き文字、トーン、文字入れなどを学び、実際に描いていきます。

ペン入れ、効果、描き文字、トーン、文字入れなどを学び、実際に描いていきます。

ペン入れ、効果、描き文字、トーン、文字入れなどを学び、実際に描いていきます。

自己紹介マンガを完成させます。後日冊子にして、自分のマンガの印刷効果を知ります。

次作としてオリジナルのキャラの作り方を学ぶ。

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。
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。
◎完成原稿提出100％、ただし、プロット、ネーム、下描き等段階によって点数が変わります。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Comic Creation 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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】　

現在もしくは今後制作に必要なデジタル、アナログの制作画材（ipadや液タブ含む）

【４Pネーム課題】冒頭４Pでの掴みを意識したストーリー作りを実践的に学ぶ。添削会に参加できるネームの制作。

【ブレスト漫画制作】ブレインストーミングによる漫画制作。アイディア出しのテクニックを身につける事ができる。

【ブレスト漫画制作・原稿】ブレインストーミングによる漫画制作。アイディア出しのテクニックを身につける事ができる。

【作品添削】編集者、または漫画家によるオンラインなどでの作品添削（課題ネームやオリジナル作品）＃実施時期などは要調整

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

【マンガ賞研究】原稿が完成した時期に実際に投稿する賞の傾向、応募方法、雑誌・媒体の研究をし賞に応募する。

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%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。

①各単元課題の各々の完成度、提出率。
②前期制作のオリジナル作品の進捗状況
を技術評価とします。

受賞、デビューを目指し頑張りましょう！

【２Pネーム課題】引きとメクリを意識した２Pネーム制作。漫画の基本的かつ効果的な演出ができるようになる。

【三幕構成学習】三幕構成の学習と三幕構成でのプロット制作。ネームに入る前のプロット制作ができるようになる。

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

【４Pネーム課題】冒頭４Pでの掴みを意識したストーリー作りを実践的に学ぶ。添削会に参加できるネームの制作。

他業種で就職などにあたる
①担当付②受賞③デビューを目指す。

授業計画・内容

【プロットとは？】プロットの制作を学習、実習する。編集者に提出できるプロットの制作ができるようになる。

【１P漫画課題】先週のプロットなどをもとにテーマに基づいた１Pで完結する漫画の制作をする。

【１P漫画課題・合評】引き続き制作し、全員完成させる。完成原稿を制作し賞に応募できる。

　【担当教員_　実務者経験】　

グラフィックデザイナーとして広告代理店に勤務後　2000年小学館ヤングサンデーで受賞、デビュー。同誌及びビッグコミックスピリッツ、双葉社、リイド社、電子版コミック
誌　他で連載など。SNSキャラクターデザイン、各種ムック本イラスト、カット制作ほか。

　【授業の学習内容】　

●漫画制作に必要な技術（プロット、ネーム、原稿制作、技法、背景、仕上げなど）から編集者との打ち合わせといったコミュニケーションスキルなど
職業としての漫画家に必要な知識、テクニックを実践的に身につける。

●デジタルコミック（CLIP STUDIO PAINT EX）の指導も行い
授業課題、自作原稿でCLIP STUDIO PAINT EXを使用しソフトの使い方も習得する。

　【到達目標】　

必修
選択

授業形態 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

科目名
（英）

マンガ制作 選択 年次 担当教員 榎並信一2



Comic Creation 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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）

マンガ制作
必修
選択

選択 年次 3 担当教員 榎並信一

授業形態 演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

グラフィックデザイナーとして広告代理店に勤務後　2000年小学館ヤングサンデーで受賞、デビュー。同誌及びビッグコミックスピリッツ、双葉社、リイド社、電子版コミッ
ク誌　他で連載など。SNSキャラクターデザイン、各種ムック本イラスト、カット制作ほか。

　【授業の学習内容】　

●漫画制作に必要な技術（プロット、ネーム、原稿制作、技法、背景、仕上げなど）から編集者との打ち合わせといったコミュニケーションスキルなど
職業としての漫画家に必要な知識、テクニックを実践的に身につける。

●デジタルコミック（CLIP STUDIO PAINT EX）の指導も行い
授業課題、自作原稿でCLIP STUDIO PAINT EXを使用しソフトの使い方も習得する。

　【到達目標】　

他業種で就職などにあたる
①担当付②受賞③デビューを目指す。

授業計画・内容

【プロットとは？】プロットの制作を学習、実習する。編集者に提出できるプロットの制作ができるようになる。

【１P漫画課題】先週のプロットなどをもとにテーマに基づいた１Pで完結する漫画の制作をする。

【１P漫画課題・合評】引き続き制作し、全員完成させる。完成原稿を制作し賞に応募できる。

【２Pネーム課題】引きとメクリを意識した２Pネーム制作。漫画の基本的かつ効果的な演出ができるようになる。

【三幕構成学習】三幕構成の学習と三幕構成でのプロット制作。ネームに入る前のプロット制作ができるようになる。

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

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。

①各単元課題の各々の完成度、提出率。
②前期制作のオリジナル作品の進捗状況
を技術評価とします。

【ブレスト漫画制作】ブレインストーミングによる漫画制作。アイディア出しのテクニックを身につける事ができる。

【ブレスト漫画制作・原稿】ブレインストーミングによる漫画制作。アイディア出しのテクニックを身につける事ができる。

【作品添削】編集者、または漫画家によるオンラインなどでの作品添削（課題ネームやオリジナル作品）＃実施時期などは要調整

【オリジナル制作】現在制作中のオリジナル作品制作、添削。編集者との打ち合わせに対応できるようになる。

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%

【４Pネーム課題】冒頭４Pでの掴みを意識したストーリー作りを実践的に学ぶ。添削会に参加できるネームの制作。

【４Pネーム課題】冒頭４Pでの掴みを意識したストーリー作りを実践的に学ぶ。添削会に参加できるネームの制作。

【マンガ賞研究】原稿が完成した時期に実際に投稿する賞の傾向、応募方法、雑誌・媒体の研究をし賞に応募する。

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。

受賞、デビューを目指し頑張りましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】　

現在もしくは今後制作に必要なデジタル、アナログの制作画材（ipadや液タブ含む）

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）



Comics Technique 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 4 曜日/時限 水曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

マンガテクニック
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 堀内　美江

授業
形態

一点透視練習　　学校の廊下にキャラクターを入れたものを描けるようになる

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

デザイン事務所を経て1994年よりフリーのイラストレーターへ転身。　年賀状はがきのカット、語学教材カット、雑誌イラスト、宝くじのイラストなど手がける。　NCAでは
2005年より現在まで背景授業を担当しています。

　【授業の学習内容】　

背景を表現出来るように基本のパースを学習します。テーマを決めてその場面を何回も描いて練習します。

　【到達目標】　

イラストを見た人にどんな世界観なのか、解りやすく伝えられるような背景を表現出来る様にする。

授業計画・内容

一点透視の理解　　立方体を描く　　写真資料から、アイレベルと消失点を探せるようになる

一点透視練習　　分割、増殖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。

一点透視　　楕円の練習　　　卓上にあるお皿やコップなど円形又は円柱のものを描けるようになる

一点透視の室内図を描く　　参考資料を見て室内に人物を入れるようになる

一点透視の室内図を描く　　参考資料を見て室内に人物を入れるようになる　ケント紙に下絵

一点透視の室内図を描く　　参考資料を見て室内に人物を入れるようになる　ケント紙にペン入れ

一点透視と二点透視　　建物　屋根が描けるようになる

一点透視と二点透視の練習　　建物を描けるようになる　ケント紙に下絵

自由画　　キャラクターに背景を組み合わせて描けるようになる　ケント紙にペン入れ

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。

一点透視と二点透視の練習　　建物を描けるようになる　ケント紙にペン入れ

二点透視　　教室内に机と人物を描けるようになる　ケント紙に下絵

二点透視　　教室内に机と人物を描けるようになる　ケント紙にペン入れ

自由画　　キャラクターに背景を組み合わせて描けるようになる　ケント紙に下絵

日頃見ている風景、写真、イラストや絵画のパースがどうなっているか、改めて注意してみることが背景上達の近道だと思います。
その違いをイラストに反映出来るように繰り返し練習しましょう。

　【使用教科書・教材・参考書】　

筆記用具　（細い線の方が誤差が少ないので0,5ミリや0.3ミリのシャープペンでも良いです）
クロッキー帳　　直定規（３０cmくらい）　　ケント紙（漫画用原稿用紙など）　　ペンで仕上げる場合はつけペン（定規を使って描く場合はミリペン、製図ペンなどが望まし
いです）



Comics Technique 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

色々と不便を掛ける事もあると思いますが、頑張りますので宜しくお願いします。解らない事とかあったら、遠慮なくどんどん聞いて下さい。

　【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。

キャラ作り-4　ネーム作成　布のシワを意識して、寝室を描く

ペン入れ実習　入り抜き＆フラッシュ（出来たらカケアミ）　布のシワを意識して、寝室を描く（清書）

爆発シーン-1（フラッシュ＋筆のストローク）　布のシワを意識してシャツを描く

爆発シーン-2（描き文字）　布のシワを意識してシャツを描く（清書）

爆発シーン-3（清書）　夕焼け空の風景-2（トーンワーク応用＋カケアミ）　スーツを描く

キャラ作り-5　刑事C.D のキャラ設定　スーツを描く（清書　）

技術： トーンワーク　炎-1　海辺の風景を描く（主にトーンワーク応用）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。

キャラ作り-6　行動パターンを考え、掘り下げる　ひらひらフリフリのドレスを描く

キャラ作り-7　キャラインタビュー＆ネーム作成　ひらひらフリフリのドレスを描く（清書）

キャラ作り-8　ネーム作成　海辺の風景を描く（主にトーンワーク応用）1

技術： トーンワーク　雲　海辺の風景を描く（主にトーンワーク応用）2

キャラ作り-3　色んな表情を描こう　布のシワ（カーテン、テーブルクロス等）

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

集英社「ぶ～け」デビュー。　暫く少女マンガを描いた後、第42 回小学館新人漫画賞青年誌部門大賞受賞。青年誌「ビックコミックゴールド」移籍。漫画の他に、フェリシ
モ、. ミスタードーナツ広報誌、大阪府庁広報誌、雑誌「Cats」等でイラストの仕事も担当。

　【授業の学習内容】　

ストーリー、キャラクター作りや演出指導、表現方法のヒント等アナログの作画テクニック指導（パース、効果線、トーンテクニック　アナログ背景　衣装　等）※リモート
授業になる時もあると思うので、そこは臨機応変に変更して対応の予定

　【到達目標】　

マンガの基本的な表現方法や、話の作り方等を学び、そこから更に発展させて行く

授業計画・内容

話作りの基礎講座　キャラ作り-1 （性格の違うA,B）　夕焼け空の風景-1（トーンワーク応用＋カケアミ）

キャラ作り-2　行動パターンを考えイメージを膨らませる　夕焼け空の風景-2（トーンワーク応用＋カケアミ）

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）

マンガテクニック
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 卯月マオ

授業
形態



Assistant Technique 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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）

アシスタントテクニック
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 瀧　玲子

授業
形態

クロッキー15分　＜1点透視＞学校の廊下に人物を2人入れます。背景と人物の配置の仕方を学びます。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

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

　【授業の学習内容】　

ゲーム業界に就職する、プロとして個人で作家活動するための背景の線画の画力向上。
毎回クロッキーをし、人間を早く描けるようになる。

　【到達目標】　

パースをしっかり理解し苦手意識をなくす。
企業課題の線画を完成させることを目標に、さらにはポートフォリオに入れることのできるクオリティを目指す。

授業計画・内容

クロッキー15分
1点透視、増殖、分割、デジタルのテクニックのおさらいをする。				

クロッキー15分　＜1点透視＞学校の廊下を描きます。ドアや窓のサイズ感、線の効果的な描き方を学びます。					

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

クロッキー15分　＜1点透視＞学校の廊下に人物を2人入れます。背景と人物の配置の仕方を学びます。

クロッキー15分　陰影のつけ方を学ぶ①

クロッキー15分　陰影のつけ方を学ぶ②答え合わせ

クロッキー15分　＜1点透視＞学校の廊下が完成したら陰影の色を塗って完成させます。

クロッキー15分　＜2点透視＞教室を描きます。ドア、窓、机、イスのサイズ感を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞教室を描きます。ドア、窓、机、イスのサイズ感を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞2点で描いた教室に立っている人2人、座っているキャラクター2人を入れます。イスに座らせる方法を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞教室に陰影の色を塗って完成させます。

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。

クロッキー15分　＜2点透視＞教室を描きます。ドア、窓、机、イスのサイズ感を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞教室を描きます。ドア、窓、机、イスのサイズ感を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞2点で描いた教室に立っている人2人、座っているキャラクター2人を入れます。イスに座らせる方法を学びます。

クロッキー15分　＜2点透視＞2点で描いた教室に立っている人2人、座っているキャラクター2人を入れます。イスに座らせる方法を学びます。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Assistant Technique 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 4 曜日/時限 水曜1.2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

アシスタントテクニック
必修
選択

選択 年次 3 担当教員 瀧　玲子

授業
形態

(投稿用マンガ制作)ネームチェック、できた人から下描きに入ります。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

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

　【授業の学習内容】　

プロデビューを目指す。
その為に大事な、スケジュール管理、スキルの向上を目指し、さらに作家として一番重要な感性を磨く。
目指す環境によってはデジタルが必要になるため、個人面談をしながらデジタルでも制作していけるようにする。
1年生はマンガの作り方から、2、3年生は自分の目指すジャンルのマンガを制作していく。

　【到達目標】　

前期中に完成2本をあげる。3年生で就職希望の学生はその限りではない。
自分がデビューしたい雑誌を決めて、そこにあう作品作りをする。
卒業後、いろんなマンガを描けるよう、企業向けなどいろんなジャンルにチャレンジする。

授業計画・内容

(投稿用マンガ制作)面談で自分の目標を明確にするため、前期中の細かいスケジュールをたてます。プロット、ネームチェックをします。
1年生はマンガの基礎から学びます。基本的にはデジタル作画ですが、アナログ希望ならアナログの技法も学びます。
※就職希望の3年生は要相談で、前期中に就職を決められるように応援します。

※基本的に個人指導です(投稿用マンガ制作)プロット、ネームチェックをします。

(投稿用マンガ制作)2作目〆切。次の作品のネタ出し、キャラ表を作ります。

(投稿用マンガ制作)下描き、下描きチェックをします。

(投稿用マンガ制作)下描き、下描きチェック、出来た人からペン入れ、ペン入れチェックをします。前期3分の1の段階でスケジュール確認をします。

(投稿用マンガ制作)下描き、下描きチェック、出来た人からペン入れ、ペン入れチェックをします。

(投稿用マンガ制作)ペン入れ、ペン入れ、仕上げチェックをします。持ち込みの指導をします。

(投稿用マンガ制作)1作目〆切。2作目キャラ表、プロットチェックをします。ここで前期半分過ぎたのでスケジュール確認をします。

(投稿用マンガ制作)2作目プロット、ネームチェックをします。

(投稿用マンガ制作)2作目、ネーム、下描きチェックをします。

(投稿用マンガ制作)2作目、ネーム、下描きチェックをします。

(投稿用マンガ制作)2作目、下描き、ペン入れチェックをします。夏休み中の作品チェックについて話をします。

(投稿用マンガ制作)2作目、下描き、ペン入れ、仕上げチェックをします。

(投稿用マンガ制作)2作目、下描き、ペン入れ、仕上げチェックをします。持ち込み指導します。

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

出席評価50% ＋ 授業態度評価(聴く、書く、話す、制作する等の取り組み態度)10%＋ 技術評価(もしくは試験・レポート等評価)40% とする。
なお、本授業においての技術評価は、以下の割合にておこなう。
◎完成原稿提出100％、ただし、プロット、ネーム、下描き等段階によって点数が変わります。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Comic Illustration 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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）

コミックイラスト制作
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 磯部　香里

授業
形態

演習
総時間
（単位）

(実習②) 【1枚イラスト制作】 出来上がった作品の最終ブラッシュアップ。各画風の特徴を中心に全体講評会。

　【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】　

Clipstudioの操作方法を学び、デジタルソフトを通じたイラスト制作。及びその派生方法を学び、イラストの魅せ方について学ぶ。

　【到達目標】　

絵をつくるにあたり、これまで築いた好きなモノが反映されてくると思います。自身の観点と他者が見る観点をどうインプットし、アウトプットへ変えていく
か。
皆さんの表現力を後押ししていきますので１年間どうぞよろしくお願いします！

　【使用教科書・教材・参考書】

【使用ソフト】  Clipstudio
【毎週持ってくるモノ】 外付けHDD又はUSB　筆記用具　(初回授業も同様)

デジタル基本操作が出来るようになり、イラスト制作から自身が描くイメージと他者へ差異ない状態の情報共有を出来るスキルを身につける。

授業計画・内容

評価

(オリエンテーション)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枚イラスト制作】イラストを表現するにあたっての資料を集めと構図の作り方について理解し、ラフを制作する。

(実習①)【1枚イラスト制作】出来上がったラフを元にそれが絵の魅せ方として成立しているか意見を交えて簡易的な着彩とその構図の決定を行う。

(実習②) 【1枚イラスト制作】描いたラフを使用し各自のイメージを軸に線を引けるようになる。

(実習④) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた表情差分制作。各自描いたキャラクターを元に喜怒哀楽のラフが描けるようになる。

(実習④) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた表情差分制作。各自描いたキャラクターを元に喜怒哀楽の線が引けるようになる。

(実習④) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた表情差分制作。各自描いたキャラクターを元に喜怒哀楽の塗りが出来るようになる。

(まとめ) 授業課題・自主作品を見直し、制作の過程から自己表現を活かした表現を見出し新規作品へ反映出来るようになる。

(実習②) 【1枚イラスト制作】(実習①) で描いたラフを使用し画風に沿った線を描ける様になる。

(実習②) 【1枚イラスト制作】 明度・彩度の選定方法をカラーサークルを用いて理解し画風に沿った塗りが出来る様になる。

(実習③) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた３面図制作。各自描いたキャラクターを元に追加で横・後ろ向きの全身図ラフが描けるようにな
る。

(実習③) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた３面図制作。各自描いたキャラクターを元に追加で横・後ろ向きの全身図の線が引けるようにな
る。

(実習③) ２回目〜７回目で描いたキャラクターを用いた３面図制作。各自描いたキャラクターを元に追加で横・後ろ向きの全身図の塗りが出来るようにな
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。

1



  
【毎週持 てくる 】 外付け 又は 　筆記用具　(初回授業も同様)

2



Comic Illustration 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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）

コミックイラスト制作
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 磯部　香里

授業
形態

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター / グラフィックデザイナー

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

　【授業の学習内容】　

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

　【到達目標】　

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

授業計画・内容

評価

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】

1



      
【毎週持 てくる 】 外付け 又は 　筆記用具

2



Comic Illustration 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 4 曜日/時限 月曜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

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）

コミックイラスト制作
必修
選択

選択 年次 3 担当教員 磯部　香里

授業
形態

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター / グラフィックデザイナー

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

　【授業の学習内容】　

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

　【到達目標】　

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

授業計画・内容

評価

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】

1



    
【毎週持 てくる 】 外付け 又は 　筆記用具

2



(Comic Illustration） 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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。

水彩画制作に関する画材（透明水彩絵具、筆類、筆洗器、パレット、ティッシュ、ぼろ布等）及び筆記道具類は常時持参。授業中の禁止事項：（飲食、音楽
を聴く、ゲームをする、許容範囲を超えるおしゃべり）。必要と思われる展覧会等が発生した場合、事前告知後、見学に行く。

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価。前期課題による講評会、学生プレゼン及びディスカッション。

（背景、風景画の描き方：西洋風景）建造物と自然の見せ方。フィニッシュワーク。完成度の高め方と見せる作品のとしてのクリア基準と判断力。

（背景、風景画の描き方：日本風景）和洋式の建造物と自然の見せ方。世界観の構築。水張り実習。

（背景、風景画の描き方：日本風景）和洋式の建造物と自然の見せ方。四季の表現。

（背景、風景画の描き方：日本風景）和洋式の建造物と自然の見せ方。フィニッシュワーク。完成度に対する判断力を養う。

（背景、風景画の描き方）日常的な風景の抒情的な表現法。

（背景、風景画の描き方）日常的な風景の抒情的な表現法。ドラマの設定と見せ方。

（背景、風景画の描き方）日常的な風景の抒情的な表現法。効果的なアングルと空気感に対する意識を高める。フィニッシュワーク。

（人物の描画法１）古典絵画模写の応用で人物の表現法を学ぶ。完成予想と制作プロセスの構築の仕方。

（人物の描画法１）古典絵画模写の応用で人物の表現法を学ぶ。下絵制作とトレースダウン。

（人物の描画法１）古典絵画模写の応用で人物の表現法を学ぶ。内面性と表情の連動性。

（人物の描画法１）古典絵画模写の応用で人物の表現法を学ぶ。フィニッシュワーク。

（背景、風景画の描き方：西洋風景）建造物と自然の見せ方。大きさと距離感の確認。質感と空気感の重要性を知る。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

出版社デザイン室勤務後1990年よりフリーランス。主に出版、広告、ゲームキャラクターデザイン等商業美術の仕事に携わる。彩由会主宰（絵画、イラスト教室運営、
アート作品制作販売、展覧会プロデュース）、。名古屋イラストレーターズクラブ会員。

　【授業の学習内容】　

イラストレーションの制作法はデジタルワークとアナログワークに大別されます。この授業ではアナログ（透明水彩絵具＋水彩紙）による基本的な表現力、画面との対
話や触感、更に道具の扱いや制作プロセスを理解しデジタル作品にも応用できるイメージ力の向上と描写力の習得を目標とします。

　【到達目標】　

基本的な画材、道具（透明水彩絵具）の扱い習得。制作プロセスの把握。アナログによるアプローチの重要性を知り作画技術の向上と描画に必要な各要素（形、質
感、色彩、構成力）などに対する意識の向上。

授業計画・内容

前期授業内容説明　透明水彩絵具と付随する画材、道具の取り扱いを知る。（背景、風景の描き方：西洋風景）様式に対するアプローチ。

（背景、風景画の描き方：西洋風景）建造物と自然の見せ方。世界観の構築。水張り実習。

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）

コミックイラストレーション
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 島浦　孝全

授業
形態



(Comic illustration） 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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。

制作する上での苦手な部分にもちょっとずつ慣れていけるよう一緒に頑張りましょう！

　　　【テーマに沿ったイラスト製作③】  配色を意識しながら、抜けの無い塗りこみ・着色を行う。

　　　【テーマに沿ったイラスト製作④】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　【テーマに沿ったイラスト製作⑤】　ブラッシュアップについて。自身の作品の客観視をできるようにする。

　　　【テーマに沿ったイラスト製作⑥】　仕上げ・最終確認後、提出。

実習①【画面効果、ミニキャラについて】

評価

　　　【室内のイラスト製作③】　線画制作。また着色も進めていく。

　　　【室内のイラスト製作④】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　【室内のイラスト製作⑤】　着色した状態での確認、ブラッシュアップや仕上げを行う。提出。

演習【既存の絵のブラッシュアップ・リメイク】

課題【テーマに沿ったイラスト製作①】　パース定規の使い方を学び、実際に使用できるようにする。

　　　【テーマに沿ったイラスト製作②】  丁寧な線・分かりやすい線を意識し線画制作を行う。

　【到達目標】　

作品制作を通して基礎技術を上げる事を目標とします。また背景ありの作品もしっかり仕上られる事を目指す。

授業計画・内容

授業についての説明、テーマに沿ったラフ切り演習　ほか　※各自ポートフォリオ、過去の作品を持ってきてください

課題【室内のイラスト製作①】　パース定規を使い、室内のイラスト製作を行います。室内であれば洋室･和室・城など問いません。

　　　【室内のイラスト製作②】　カラーラフの制作を行う。小物やアイテムの配置に違和感が出ないよう気を付ける。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イラストレーター。
書籍の挿画や漫画連載、ソーシャルゲームやTCGなどのキャラクターイラスト、グッズのSDイラストなどを手掛ける。

　【授業の学習内容】　

クリップスタジオを使用し複数キャラクターがいる構図イラストや商業メディアを想定したイラスト制作を行う。また課題の作業データを実務的な内容で整理できるよう進
めていく。

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）

コミックイラストレーション
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 中野　明里

授業
形態



　【使用教科書・教材・参考書】　

クリップスタジオ（使用ソフト）
ハードディスクorUSB、筆記用具、クロッキー帳



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

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）

《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。　

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。

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。

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。

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）総合マンガ科

　【担当教員_　実務者経験】　



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

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

総合マンガ科

　【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。

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）

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、

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。

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＞

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。

＜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。　



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

　【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。

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

　【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】　

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

＜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】　

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。

総合マンガ科

＜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。



IT・ICT 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 4 曜日/時限 水曜3.4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

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

科目名
（英）

IT・ICT

必修
選択

授業
形態

選択

演習

年次

総時間
（単位）

2 担当教員 山田　ゆこ

イラストレーター兼2Dアニメーター。主にLive2Dでのスプライトアニメーションを中心にキャラクターデザインや背景制作など何でもこなす。実務制作以外にもディレク
ションも手掛け、ゲーム系アプリのモーション他、Vtuber、PVアニメーション、イラスト制作等幅広く制作。

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。
なお、本授業の技術評価(もしくは試験・レポート等評価)は授業の進行におくれを取らないよう指定の課題をこなしているか、最終的な成果物がきちんと
完成しているかどうかを重視します

私語、飲食禁止。
【Live2D】魅力的なキャラクターづくりをするにはどういう演技をさせるのか、そのためにはどうすればいいのかを常に意識すること、また、自分の作った
キャラクターが動く楽しさを感じてください。
【背景】とにかく資料を見ること、丁寧に描くことを常に心がけてください
どうしたらよりよくなるかを各自考えながら、迷ったりアドバイスが欲しい場合はちょっとしたことでも積極的に質問をすること。

　【使用教科書・教材・参考書】　

③④オリジナルキャラモデリング　顔のXY調整/完成を見据えて体のデフォーマーの設定ルール
⑤背景1枚絵1　ラフ（出来なければ課題）

③④オリジナルキャラモデリング　体のモデリング（出来なければ課題）
⑤背景1枚絵制作2/なるべく線画無しで進める（◆授業内で一度提出）

③④オリジナルキャラモデリング　体のモデリング（出来なければ次回までの課題/◆未完成でも授業内で一度提出）
⑤背景1枚絵制作3

③④オリジナルキャラモデリング　完成モデリングの調整・提出/物理演算の設定/書き出し方法
⑤背景1枚絵制作4　完成（出来なければ次回までの課題/◆未完成でも授業内で一度提出）

③④完成モデリングの調整　評価
⑤背景評価

③④チュートリアルに沿って制作⑤揺れ/パーツ分け完成（出来なければ課題）
⑤モノクロで布を描いてから色を付ける（シーツ、カーテンなど広がりとしわの差があるもの）

③④オリジナルキャラモデリング　psd組み込み/メッシュの打ち方/表情制作/デフォーマーの役割（おさらい）
⑤モノクロで金属（新品と古びたもの2種）を描いてから色を付ける（描き切れなければ課題）

③④オリジナルキャラモデリング　表情制作（出来なければ課題）
⑤宝石orガラスを描く（出来なければ課題）

③④オリジナルキャラモデリング　表情調整/髪揺れ/完成を見据えて髪のデフォーマーの設定ルール/顔Z
⑤地面と湖や池などの組み合わせを描く1

③④オリジナルキャラモデリング　顔のXY（出来なければ次回までの課題/◆未完成でも授業内で一度提出）
⑤地面と湖や池などの組み合わせを描く2（出来なければ課題）

③簡単モデルで基本操作の練習/各自キャラクターコンセプトを考える/キャラクターラフ制作（ラフ出来なければ課題）
④⑤陰影の話/モノクロで石（岩）を描いて後から色を付ける（出来なければ課題）

③④図形で覚えるLive2D/チュートリアルに沿って制作①表情/ラフのフィードバックとオリジナルキャラクター制作進行
④モノクロで板・ブロックを描いて後から色を付ける（出来なければ課題）

③④チュートリアルに沿って制作②表情・髪/キャラクター清書（出来なければ課題）
⑤地面と空・雲を描く（出来なければ課題）

③④チュートリアルに沿って制作③XY/キャラクター清書修正/パーツ分けとは/パーツ分け
⑤植物（草花）と草原を描く

③④チュートリアルに沿って制作④体/パーツ分け（◆一度チェック）
⑤樹木を描く（出来なければ課題）

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

　【到達目標】　

授業計画・内容

【Live2D】基本操作を覚えつつ、キャラクターコンセプトを意識してどうしたら魅力的なキャラができるか、どのように動かすことでよりキャラクターの魅力が増すか、第三
者視点だけでなく自分のこだわりも追及してパーソナリティまで考えたよりよいキャラクターづくりを目指す。
【背景】特に陰影を意識して奥行きのある背景が描けるように目指す。資料を探すくせ付け、光源や影の関係、落ち影・反射光などを常にとらえる訓練をする
デティールの描きこみも考えてしっかり観察したうえで絵に落とし込む訓練をする。

【Live2D】基本操作の習得。破綻のないモデルの制作。実務でも通用する、誰が見てもわかりやすいモデル構成や組み込み時の負荷に配慮した制作方法の習得。
最終的にはVtuber モデルをオリジナルで1体制作
【背景】1つ1つのオブジェクトを描く能力を上げることで背景全体のクオリティを上げる基礎力を付ける。死かk理資料を見るくせ付け、常に光源を意識できるようにし、
背景だけでなくキャラクター制作などイラスト全般で基礎力がつくようにする。最重的に背景1枚絵の完成



IT・ICT 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

科目名
（英）

IT・ICT
必修
選択

授業
形態

選択

演習

年次

総時間
（単位）

3 担当教員 山田　ゆこ

イラストレーター兼2Dアニメーター。主にLive2Dでのスプライトアニメーションを中心に制作。実務制作以外にもディレクションも手掛け、ゲーム系アプリのモーション他、
Vtuber、PVアニメーション制作等幅広く制作。

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。
なお、本授業の技術評価(もしくは試験・レポート等評価)は授業の進行におくれを取らないよう指定の課題をこなしているか、最終的な成果物がきちんと
完成しているかどうかを重視します

私語、飲食禁止。
魅力的なキャラクターづくりをするにはどういう演技をさせるのか、そのためにはどうすればいいのかを常に意識すること、また、自分の作ったキャラク
ターが動く楽しさを感じてください。
どうしたらよりよくなるかを各自考えながら、迷ったりアドバイスが欲しい場合はちょっとしたことでも積極的に質問をすること。

　【使用教科書・教材・参考書】　

オリジナルモデリング①　モーション制作　フィードバックと修正
オリジナルモデリング②　パーツ分け完成（出来なければ課題）

オリジナルモデリング②　モデリング進行

オリジナルモデリング②　モデリング進行◆一旦提出

オリジナルモデリング②　モデリングフィードバック/モーション制作・完成（出来なければ課題）

完成モデルの調整　評価

オリジナルモデリング①　psd組み込み/メッシュの打ち方/表情制作/デフォーマーの役割（おさらい）◆一旦提出

オリジナルモデリング①　モデリング進行/前回提出フィードバック

オリジナルモデリング①　モデリング進行◆一旦提出
オリジナルモデリング②　　次回までに動かしたい作品をピックアップ

オリジナルモデリング①　モデリング進行/前回提出フィードバック
オリジナルモデリング②　パーツ分け相談/パーツ分け

オリジナルモデリング①　モーション制作　◆授業内で提出
オリジナルモデリング②　パーツ分け

授業進行説明図形で覚えるLive2D/チュートリアルに沿って制作①表情/　次回までに動かしたい作品をピックアップ

チュートリアルに沿って制作②表情・髪/　簡易な絵コンテ制作/パーツ分けとは/パーツ分け相談

チュートリアルに沿って制作③XY/キャラクター清書修正/パーツ分け

チュートリアルに沿って制作④体/パーツ分け完成（出来なければ課題）

チュートリアルに沿って制作⑤揺れ/パーツ分け完成（出来なければ課題）

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

　【到達目標】　

授業計画・内容

Live2Dの基本操作を覚えつつ、キャラクターコンセプトを意識してどうしたら魅力的なキャラができるか、どのように動かすことでよりキャラクターの魅力が増すか、第三
者視点だけでなく自分のこだわりも追及してパーソナリティまで考えたよりよいキャラクターづくりを目指す。

基本操作の習得。破綻のないモデルの制作。実務でも通用する、誰が見てもわかりやすいモデル構成や組み込み時の負荷に配慮した制作方法の習得。
最終的には応用的な内容で他授業などで描いた1枚絵もしくはキャラクターを最低2体動かす。（描きこみ度合いによっては1体でもok）



Creative Workshop 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

同じ課題内容でも、2年生と3年生の合同授業なので、到達目標は自ずと変わってきます。しかしせっかくの合同授業なので3年生は2年
生からの、2年生も先輩からの刺激をお互いに受けつつ、高みを目指す授業がしたいと考えています。クロッキーで描いたものを下書き
として、背景授業でペン入れや色塗りするといった様な、両方の授業の壁も取り除いた相互の授業での連携を利用しつつ行います。１〜
４限まで同じメンバーで同じ教室の授業なので、楽しく画力を身につけていきましょう。マンガは楽しく学んで楽しみながら描いていきま
しょう！

　【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。

《人体とパーツ》骨格から人体パーツを考えしっかり描く。その為の座学と実践練習を行う。

《アクション》動きのあるキャラクターのクロッキー。スピード感や躍動感を描く。しっかり下書きペン入れして背景授業に使用する。

《ポーズ中級１》少しポーズをとった水着を中心に１分から〜５分クロッキー。肉のたるみや曲げ伸ばしを中心にクロッキー作業を行う。

《ポーズ初級２》前回に引き続き、アスリートの筋肉や肌の質感を重視してのクロッキー課題を完成させる。

《ポーズ中級》衣装を身につけたキャラのシワを観察しつつ、更に時間制限にて１分から５分クロッキーを行う。

《衣装》ファンタジー系や、和服といった布地の違いやデザインの違うキャラを描く、シワや布地を意識して線を入れる練習課題を描く。

《駅の構内》自分の写して来た写真を基に駅のモブを描く。まずは下書きを行う。

評価《前期のまとめ》前期で習得した技術を踏まえ、駅の人混みの課題を描き提出します。

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。

《衣装２》前回に引き続き、衣類のシワを含めたキャラのクロッキー、背景授業に引き継ぐペン入れをイメージして下書きを行う。

《器物を描く》自分の周辺にある物を円形球形を意識しつつ、最終的にどう仕上げていくのかも考慮しての鉛筆によるクロッキー下書き。

《器物を描く２》クロッキー授業では、まずラフ、構図を考え鉛筆画として何点かを仕上げる。

《メカを描く２》最終的にしっかり時間内で課題のメカの下書きを完成させる。（最後に夏休みの宿題説明）

《GW課題チェック》課題の評価。人物の基本ポーズを１分間〜３分間クロッキーにて行う。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

講談社漫画誌にて連載デビュー後、秋田書店（１７年）、双葉社（８年）、芳文社『まんがタイム』同時連載、その他、毎日新聞、竹書房、
朝日ソノラマ、リクルート、KOEI、サンケイスポーツ、フジテレビ『なるほどザ・ワールド』などで執筆。滋慶学園、仙台校（2016〜2019）東
京校（2006〜）でマンガ制作、背景効果の教鞭を取り現在に至る。

　【授業の学習内容】　

時間制限のクロッキーの繰り返しと、それに如何にペン入れを施していくのかのイメージをしながらの繰り返し実践を想定し
たクロッキー練習。更には最終的な完成原稿のイメージの構図や配置も重要視した、基本的には鉛筆によるクロッキー実践
を行う。

　【到達目標】　

立体的に人物を捉える能力を養い、写真のデッサンや野外スケッチ、色塗りを交えて幅広く物を絵にするための処理や構図
を身に着ける。実践を繰り返しながら思い通りに描きたい物が描ける様になる。

授業計画・内容

《初回説明》と今後の授業の流れとクロッキー授業の必要性を解説。2年3年自己紹介。《実習》人間の骨格や基本のクロッキー

《これまでの復習》手や足、骨格、過去の練習を基にしたクロッキーからGWの宿題課説明を行う。

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 二宮 博彦

授業
形態



Creative Workshop 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 4 曜日/時限 火曜3・4

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

同じ課題内容でも、2年生と3年生の合同授業なので、到達目標は自ずと変わってきます。しかしせっかくの合同授業なので3年生は
2年生からの、2年生も先輩からの刺激をお互いに受けつつ、高みを目指す授業がしたいと考えています。クロッキーで描いたものを
下書きとして、背景授業でペン入れや色塗りするといった様な、両方の授業の壁も取り除いた相互の授業での連携を利用しつつ行
います。１〜４限まで同じメンバーで同じ教室の授業なので、楽しく画力を身につけていきましょう。マンガは楽しく学んで楽しみなが
ら描いていきましょう！

　【使用教科書・教材・参考書】　

《模写》自分の好きなマンガ原稿を見開きでコピーして来て、それをそっくりに模写する。ペン入れまで。

《模写２》前回の続き、自分の好きな原稿をそっくりに模写する。余裕があったらコピーに色つけ作業を行う。

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。

《Parse》過去授業のおさらいを兼ねて、今後の背景を描く前にパーススキルチェックと苦手克服。さらに室内下書きを行う。

《室内を描く》説明注意点などの講義の後、細かい線や仕上げまでをイメージしながら、室内課題を下書きして行きます。

《室内を描く２》室内を描くの２週目。仕上げを考えます。まずはモノクロで仕上げます。余裕がある者はカラーも仕上げます。

《建物を描く》Parseを踏まえての建物の初期練習と課題作成。建物の初期課題（レベルの低い）を完成させる。

《建物を描く２》前回に引き続きのParseを利用しての建物の下書きとペン入れ。戸建て住宅を予定。街並みなどは後期で

《建物を描く３》線の質感、細かい部分の見え方や線の太さを観察しながら最後の仕上げまでしっかり責任を持って課題を完成させる。

《ファンタジー建物》クロッキーで描いたファンタジー衣装のキャラの設定から、世界観を構築していく。王族の屋敷を描く為の構想

《ファンタジー建物２》城を描くの２週目、自分で構築した世界観を細部まで考えながら城の下書きを作成。

《ファンタジー建物３》城の仕上げ日、最終的な仕上げをペン入れモノクロ仕上げ、余裕のある者はカラーも完成させる。

評価《器物の仕上げ》クロッキーで描いた円形や球体を、ペン入れして行きます。線の処理を意識しながら仕上げて行きます。

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。

講談社漫画誌にて連載デビュー後、秋田書店（１７年）、双葉社（８年）、芳文社『まんがタイム』同時連載、その他、毎日
新聞、竹書房、朝日ソノラマ、リクルート、KOEI、サンケイスポーツ、フジテレビ『なるほどザ・ワールド』などで執筆。滋慶
学園、仙台校（2016〜2019）東京校（2006〜）でマンガ制作、背景効果の教鞭を取り現在に至る。
　【授業の学習内容】　

授業計画・内容

《背景処理復習》マンガにおける空間処理、素材やペン処理のスキルチェック。

《自然物》自然物を描く、木や岩、画面構成も含めた課題を描く。

《アクション》クロッキーで描いたキャラに効果線や背景を入れる課題作業。効果線や躍動感のある背景を入れる。

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 担当教員 二宮 博彦

背景とは何のために必要なのか？どんな背景がどういう場所に必要とされるのか？背景の基本を線一本からパース理
論を交えて、課題問題を実践と捉えて描きながら学んで行きます。更には模写やメカの細部の描写までを学べる様、い
ろいろな課題を描きます。

　【到達目標】　

どんな背景も臆せずに描ける描画力と、遠近や物体の素材、質感に合わせての処理能力を身に付ける。

　【担当教員_　実務者経験】　

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

授業
形態

実習
総時間
（単位）



30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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

Design Thinking

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 島浦　孝全

授業
形態

（人体表現2）基本的な人体の動きとポージング。重心移動による動作とポージングの連動性を知る。動きのあるポーズ。

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

出版社デザイン室勤務後1990年よりフリーランス。主に出版、広告、ゲームキャラクターデザイン等商業美術の仕事に携わる。彩由会主宰（絵画、イラスト教室運営、
アート作品制作販売、展覧会プロデュース）、。名古屋イラストレーターズクラブ会員。

　【授業の学習内容】　

趣味の領域から仕事の領域への意識の変換。基本的な画面構成を知る。2次元の画面上での効果的な表現とは何かを理解し、コミックイラストの主要素であるポージ
ングとプロポーション、構図、質感等に対する必要不可欠な知識と意識の向上を図る。更にそれらに対する基本的な応用力を習得する。

　【到達目標】　

基本的な表現の主要素とその必要性を知り理解し、プロ意識の確立と制作に対するアプローチの仕方を習得する。

授業計画・内容

前期授業内容説明。基本的な表現の主要素とその必要性を知り理解しつつ自らの作品に反映させる意識と知識、技術を確立する。

（人体表現１）基本的な人体の動きとポージング。重心移動による動作とポージングの連動性を知る。立ちポーズ。

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。

（人体表現３）美しいポージングと違和感のないポーズに対する意識を高め、描画力を養う。

（人体表現4）カラーリング。明度と彩度を理解する。画材の扱い方と性質を理解する。

（人体表現5）カラーリング。光源設定と量感の出し方。

（人体表現6）カラーリング。フィニッシュワークを知る。

（背景表現）（日常的な風景１）身近なものへの造形的なアプローチ法を知る。

（背景表現）（日常的な風景2）光の扱いと時間、季節感の取り入れ方。

（幾何形体の表現）（身近な幾何形体（車）の描き方4）。フィニッシュワーク。

評価　前期課題によるプレゼンテーション、学生ディスカッション、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。

（背景表現）（日常的な風景3）奥行き感と遠近法の重要性を知る。フィニッシュワーク完成に対する判断力を養う。

（幾何形体の表現）（身近な幾何形体（車）の描き方１）。幾何学的な形と透視図法。

（幾何形体の表現）（身近な幾何形体（車）の描き方2）。光の扱いと質感。

（幾何形体の表現）（身近な幾何形体（車）の描き方3）。固有色と反射。

水彩画制作に関する画材（透明水彩絵具、筆類、筆洗器、パレット、ティッシュ、ぼろ布等）及び筆記道具類は常時持参。授業中の禁止事項：（飲食、音楽
を聴く、ゲームをする、許容範囲を超えるおしゃべり）。必要と思われる展覧会等が発生した場合、事前告知後、見学に行く。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Scenario Writing 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

シナリオライティング
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 近藤　萌苑

授業
形態

【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。

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】　

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】　

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。

【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。

【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。

【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。

【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。

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。

　【使用教科書・教材・参考書】　

使用ソフト／Ｍｉcrosoft Ｗord　、　Discord



Scenario Writing 60 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

私は大阪校の卒業生で、当時学年一番の劣等生でした。
そんな私が言いたいことは、デビューに天賦の才などは関係ないということです。
ストーリーのパターンを知り、それを後押しする知識さえ身につければ、誰でもデビューできます。
みなさんの先輩として、できるだけ多くのことを伝えます。「最低でもデビュー」という覚悟をもって頑張ってください。

　【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。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

雑学の講義。天皇家と日本神話の講義をして、フィクション上でも王家の話が作れるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

雑学の講義。遺伝子と進化論の講義をして、SF設定のある話が作れるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

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。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

雑学の講義。相対性理論とタイムマシンの話をして、SF設定のある話が作れるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくりができるようになる。

個人面談。投稿作を添削することで、よりクオリティの高い作品づくり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】　

小説家、マンガ原作者、フリーライター、ゲームシナリオライター。
『韻が織り成す召喚魔法』で第20回電撃小説大賞金賞受賞。最新作は『友達の後ろで君とこっそり手を繋ぐ。誰にも言えない恋をする。』（電撃文庫）
フリーライターでの制作実績は、『あらすじとイラストでわかる「古事記・日本書紀」』（イーストプレス）、『戦国武将の履歴書』（宝島社）、『思わず話したくなる「宇宙」の
不思議』（宝島社）等。
LINEマンガ、コミックシーモア等にて『異世界婚活　〜魔王を倒したアラサーの女戦士が婚活をはじめました〜』連載中。

　【授業の学習内容】　

新人賞の受賞に必要なメソッドをわかりやすく解説し、毎週原稿の進行具合をひとりずつチェック。
詰まっている点があれば個人面談で解決していく。
物語の発想法や、より踏み込んだ作劇法についての講義も行なう。

　【到達目標】　

新人賞を受賞するための投稿作の制作。
本授業内で何本か投稿してもらい、修了時には一次通過から受賞まで、個々の結果が出せるようになる。

授業計画・内容

授業概要の説明。ストーリーの重要性とデビューに必要な要素を理解し、改めて小説制作に対する心構えをもてるようになる。

30分アニメの第一話を流して起承転結やキャラクターなどの作劇法を解説し、よりクオリティの高いプロット作りができるようになる。

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）

シナリオライティング
必修
選択

選択 年次 3 担当教員 真代屋　秀晃

授業
形態



映像出力機器



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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）



Career Design 30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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）

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）

　【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】　

　【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』

【2年生】見せ方と完成イメージをつかむ ①

【2年生】見せ方と完成イメージをつかむ 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

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。

【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 ③　『提出』

【2年生】余白・文字・色調・飾他について理解する。

【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】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】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】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 ③

【2年生】現段階での問題点の洗い出しと克服対策

【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』

1



Career　Ｄesign 30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 2 曜日/時限 木曜3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

　【使用教科書・教材・参考書】

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

後期ガイダンス：後期の制作に向け目標を設定することができる。

評価

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

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

個別進路相談②

個別進路相談③

集団面接模擬体験②

個別面接模擬体験②

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

就職活動スキル②

就職活動スキル③

集団面接模擬体験①

個別面接模擬体験①

個別進路相談①

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

授業計画・内容

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

ITガイダンス：ITリテラシーについて理解することができる。

就職活動スキル①

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

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

　【到達目標】　

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

キャリアデザイン
必修
選択

必修 年次 3 担当教員

授業
形態

演習
総時間
（単位）



Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 2 曜日/時限 木曜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）

企業研究
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 嶋田　佳奈

授業
形態

見開き ページレイアウト　実践-2　レビュー原稿作成

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

イベント及び映像制作会社にてクロスメディアでのプロモーションツールとして展示用グラフィック・印刷物・TV-CM・VP映像の制作に携わる。
主なクライアントは自動車関係、住宅メーカー、不動産関連等。

　【授業の学習内容】　

レイアウトの基礎知識を学び、それに特化したDTPソフト　Illustrator、Photoshop、
ページレイアウトソフトInesignのオペレーションスキルを演習や実践を通じて編集デザインについて学習する。
また、販促媒体として、SNS,WEB媒体についても知識を深めていく。

　【到達目標】　

「Illustrator」「Photoshop」のアプリケーション基礎操作の習得により
レイアウトデザインを学ぶ事で書籍の販促に繋がるキーヴィジュアルやブックカバーの作成が出来る様になる。
「InDesign」のアプリケーション基礎操作の習得により組版、原稿流し込み、入稿データ作成までがスムーズ出来るようになる。
SNS、WEB媒体を使って自ら発信していくこと、それに関わるLPページを構築出来るようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション　シラバスの確認、
ＤＴＰの知識やそれにかかわるアプリケーションを学ぶ意義について再確認し、学ぶことのメリットについて考える。/SNS発信について
自分の嗜好性を可視化するための課題①

見開き ページレイアウト　実践-1  素材となる書籍持参、書籍紹介、素材絞り込み

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。

見開き ページレイアウト　 実践-3　レビュー原稿作成

見開き ページレイアウト　 実践-4　レイアウト落とし込み

見開き ページレイアウト　 実践-5　レイアウト吟味、調整

見開き ページレイアウト　 実践-6　調整、提出　　A4見開きページのレイアウトデザインが出来るようになる

書籍のデザインについて　考察と研究　各出版社の文字組みついて調査、整理する事で特徴と傾向を理解する／3年生は既に行っている為別課題

課題-1　　書籍の文字組フォーマット　3タイプ制作　読み手の立場を意識した文字組を理解出来る／3年生は既に行っている為別課題

課題-２　　↓

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　　書籍の文字組フォーマット　オリジナルフォーマット作り　２タイプ作成　indesignで文字組みをデザインできる
　／3年生は既に行っている為別課題

課題-3　　　書籍の文字組フォーマット　オリジナルフォーマット作り　２タイプ作成　indesignで文字組みをデザインできる
　／3年生は既に行っている為別課題

LPサイトの構造について理解できる様になる

課題-１　CMSで自分のポートフォリオページを作成　自分の作品について知って貰うページをつくりましょう

「先ずは、やってみる！」こと。間違っても、失敗してもいいいいんです！
何度も繰り返し行う事で、しっかりと確実に定着させていきましょう。
文章スキルに加えて、将来活躍するフィールドを広げる為に取り組んでいきましょう。それは自分の作品を知って貰う為のきっかけにも繋がります。

※全体の進捗状況によって、シラバス内容を一部変更することがあります。

　【使用教科書・教材・参考書】　



Business Seminar 30 開講区分 前期

学科・専攻 総合マンガ科 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

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。

　【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

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。

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス

科目名
（英）

企業研究
必修
選択

必修 年次 3 担当教員 鈴川　貴久

授業
形態

【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

【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】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』

1



60 開講区分 前期

学科・専攻 ゲームクリエーター科 4 曜日/時限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

評価基準

評価方法

受講生への
メッセージ

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

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

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

評価

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

演習
総時間
（単位）

　【担当教員_　実務者経験】　

　【授業の学習内容】　

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

　【到達目標】　

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

授業計画・内容

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

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

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校　2022年度シラバス
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（英）

必修
選択

必修 年次 1 担当教員

授業
形態

コンピューターデジタル基礎
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