
2020年度

lIIustrator I 

クリエイティブの制作に基本のアプリケーションであるIlIustratorの基礎知識を学びイラストやデザイン、レ

イアウトなど言広い制作活動に活かす事がて・きます。

IlIustratorヲリエイタ一能力認定式験〈スタンダード〉の取得を目標にし、検定教科占をベースに学君主。

また、教科書以外の課題 実践問題などを通して習熟をうながします。

国 アートデザイン学科 l議官

イラストデザインコ ス

コ ス
コミュニケーシヨンデザインコ |議官の美1主権最
ース

デジタルまんがコ ス

持百年1夫 1年生

旨百

前期

1， Illustratorの特徴、概要の理解。

2， ，~F~見作成から保存まて・のミミ境設定などの菜作理解。

3，ベクトノレデータの理解と描画技術の習得。

毒菌砧五時占

4，ベースの画像を元にシンプjレなトレースをする事ができる。

後期

1，基本ツーjレが使いこなせるよ うになる。

2，印刷デー タの基本がわかる。

3，検定問題を元に、指定された操作ができるようになる。

4， Illustratorクリエイタ一能力認定試験〈ス空ンダ ド〉の習得。

じゅ.ょうけいか〈

授業計画

前期

伊蕗敦子

O 

108 

ー，

第 1回 授業オリエンテーション/倹定試験についての説明!llIustrator概要説明/インタ フェース

の説明/新規 ドキュメン卜作成から保存まで

第 2-3回 インター7エースの理解/塗り と線、 ア トポードの基本操作と知識

第 4-6回 [基本操作]オブジェケトの/描画/編集

第 7-9回

第 10-12回

[基本操作]オブジェク卜の/編集/カ ラー設定

[基本操作]レイヤー操作



2020年度

第 13-15回

第 16-18回

第 19-21回

第 22-24回

第 25-27回

第 28-30回

第 31-33回

第 34-36回

後期

第 1-3回

第 4-6回

第 7-9回

第 10-12回

第 13-15回

第 16-18回

第 19-21回

第 22-24回

第 25-27回

第 28-30回

第 31-33回

第 34-36回

第 37-39回

第 40-42回

第 43-45回

第 46-48回

第 52-54回

授業の方法

講義、演習

き.J."~.ぃ

教材

[基本操作]クリンピングマスク/パスファインダ

[基本操作】テキス卜編集

[基本操作]パスの摘函/編集

パスの入力練習 1

パスの入力練習 2

パスの入力練習 3

lstTERM主要課題制作/ポスト力一ド制作解説

lstTERM主要課題制作/提出/講評会

[応用操作]様々な図形ツ Jレでの描画

【応用操作】線の編集

[応用操作]レイアウトの補助機能

[応用操作]カラ 設定の応用/スウォ yチ パターン ・グラデーション

【応用操作]アピアランス

[応用操作]レイヤ /文字

[応用操作]パス/7'ラシ/エンベロープ

2ndTERM主要課題名刺制作 説明

2ndTERM主要課題制作

2ndTERM主要課題提出講評会

検定試験対策①

検定試験対策②

検定試験対策③

Illustratorクリエイタ一能力認定試験〈スタンダード〉

進級制作

進級制作

進級制作

一一寸

IlIustratorクイ ックマスターCC/lllustratorクリエイタ一能力認定試験問題集/課題プリント
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詳越の完j芸

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、 j受業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

f接室弟、での挙しぎ完jz
世にあるデザイン物などがどのようにすれば作成できるかを日ごろから各自による観察

支1総長と撞ぎ五紅白の首謀
広告代理底 デザイン事務所でのデザイナ一実務経験=実務を念頭においた実践的な技術の解説
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Monoデザイン l

山験肝経
じ
定
カ

リ実の

川

員

川

員

わ教

h
教コンイ

fザJ
7
 

ンヨ、ソケユコ

基礎的造形制作の一つの方法として立体造形からのアプローチについて考えることを身に付ける。また、物

を遇して伝える力をつける。

畑雅彦ア 卜デザイン学科

イラストデザインコース

匝
O 

l輪組織 108 

コース

ース

己宣戦ー 1竺 一

"ひ"目標

前期

発想力を身に付けるために、一枚の紙から m 0 n 0作りを行い、かんたんに正しく伝える m0 n 0作り

を行う。

1， 

想像力を身に付けるために一枚の紙からストーソーを作り、 m 0 n 0でストーリーが伝えられる力を身2， 

に付ける。

後期

立体制作から表現力を学び、伝えたいこと、伝わることを知ることで、創造力と想像力を身に付ける。1， 

イリュージョン制作を通して、新しい発想のための思考方法を学ぶ。

ぽ柔許酋

2， 

前期

イリュージョンをf苗く授業説明、第 l回

平面造形制作第 2-3回

イリュージョン立体を描く第 4-8回

それを立体制作するイリュージョン立体を錨き、第 9-18回

後期

箱アー卜制作を行う。第 1-3回

箱アート制作を行う第 4-6回

箱ア 卜制作を行う

箱アート制作を行う

第 7-9回

第 10-12回
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第 13・15回

第 16・18回

第 19・21回

第 22-24回

第 25-27回

第 28・30回

第 31-33回

第 34-36回

第 37-39回

じゅ~J ， 11ぅIJう

授業の方法

講義、実技練習

ぜ品、

なし

i手話の完jE

フォトモ制作を行う。

フォトモ制作を行う。

フォトモ制作を行う。

進級制作

進級制作

進級制作

進級制作

進級制作

進級制作

期末試験80%、授業態度20%

一一一一一一一一一「

授業態度は、出席状況と実技練習に積極的に取リ組んでいるかを総合的に評価する。

じゅ'"，うがい が<L.令ほうぼう

授業外での学習方法

Googleクラスルームによる課題配布。授業で得た知識や技術を活かし、 m0 n 0づくりを行い作品制作実

習課題。月に 1-2回程度配布し、完成作品は Googleクラスルームにて提出。

美子主権、最と通安品百の首謀
一一一「

家具デザイン制作の経験 ∞ ものづくりから表現幅を広げるための内容
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Photoshop 1 

広告 'Web'デザイン全般 ・映像 ・イラスト ・写uといったクリエイティピティの高い{上'1>において必須ア

プリケーションとなる AdobePhotoshopの恭ノドと Macの燥作を学び、一年間の'芋習の成果 として

W Photoshop クリエイタ一能力認定試験(スタ ンダード)~の合怖を目指 します。 就前での活用と基本i刻字

の7 スターの証として試験合協は第ーですが、デジタノレへ苫下15-織のある人でも Photoshopが・使える咋Eに

なることがもう つの 口際と なります。

8・ き教ょh員、ん
手ヰ アートデザイン学科 玉川|泰然

イラストデザインコース

コース
コミュニケーションデザイン 白教う員いん 実むつ務むけいけん

の 経験
コース

O 

デジタノレまんがコース

ねんかんたんいじかん
対象年次 l年生 年間単位時間l 108 

目標

1st Tenn 

l デザイン ;1削乍現場において必須アプリケーン ヨンである Pholoshop の 1，~本操作を学ぶ。

2.その他、 OS (M ac) の操作やファイノレ管ß~といった数値化されないスキノレの修得。

2nd Term 

1. 11:; JTH!I!作を学び、側々の作品制作へ活かせるスキノレへの向ヒ。

2. Photoshopクリエイタ一能力認定試験 (スタ ンダード〉の取得。

3rd 丁目m

l卒業進級成果展作品制作
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授業計画

1st Tenn 

第 1・3@]

第 4-6回

[ガイダンス] 自己紹介、アイスブレイ夕、 Mac-Photoshop・DTPの法健知識

[ツーノレの法本操作 1] インターフェース解説/画像の切抜き/ガイドの作成と選択範囲

第 7-9回 [ツーノレの!.~本操作 2] 変形ツーノレと阿像の合成/写点を1史mした画像編集

第 10-12回 [ツーノレの法本|栄作 3] カラーモードと色調怖正/復習問題

第 13・15回 [ツールのぷ本燥作 4] ペイントツーノレ/復習問題

第 16・18[01 [ツーノレの必本操作 5J レイヤー燥作/復習問題

?n 19・211亘1 [ツーノレの基本操作 6] パスと・ンェイプ

M"; 22・24巨1 [ツーノレの基本操作 6] パス繰作の紛!~~/復習問題

買う 24・271副 [ツーノレの必本繰作 7] テキストの加 Lとフィノレター/復営問題

第 28・30巨1 [ツーノレの基本燥作 8] データの入力と I-U力/復習rmm
す~ 31 -33 1旦1 [lstTerm 期末試験] Photoshopクリエイタ一能力認定試験 (模擬試験 A)

第 34-36回 模試解答/個別指導/チュートリアノレを使用したi¥iIJ作

者~ 37・39回 チュートリアノレを使用した制作/課題発表

2nd Tenn 

;:n 40-42 1百| 課題制作

第 43-45ITII [応用コンテンツ;I，IJ作 1] フォトレタッチ/謀題提出

第 46-48回 [応用コンテンツ市IJ作2] ロゴの作成

第 49-511百1 [応用コンテンツ制作 3] カード&ステーγ ョナリーの作成

第 52-541百1 [検定対策 Photoshopクリエイタ 能力必定試験 (模擬試験 日)

m 55-571百l模試解答/側別指呼/1lI習問題

百'i58-60巨1 [J:tmコンテンツ11M11' 4] フォトコラージユ

第 61-63巨1 [応用コンテンツ;hIJ作 3] Webへの里Il解とハーツ作成

宮'i64-661'-'1 [練習rm組 リ ハスと選択範囲の習熟

?n 67・69回 [練習|問題 2] 高度なレタッチ技術の習熟

第 70-72回 [検定対策J Photoshopクリエイタ一能力認定試験 (模擬試験 C)

第 73-75回 航試解答/個別指導/復習問題

第 76-78回 [検定対策] Photosh叩 クリエイター能力認定試験 {模阪試験 D)

第 79-81回模試解答/個別指将

第 82-84図 Photoshopクリエイタ一能J)認定試験(スタンダード〉

3rd Term 

第 85-87回進級制作

第 88-90同 進級制作/Ps能))認定試験合十九省発表



20201F皮

綬業の方法

授業l士プロジェクターを駆使し教科目lFを制hに解説、実例を紹介 しながら進行。生徒も実際に Photoshopを機

11'し、クラス全体での進行と併せて悩日IJ指将も組み込みます。また、各機能のJ'rr解と活用を深めるための

オリジナノレ復習問極を用意n

一

教材

Photoshopクイッタ 7 スタ一cc(Psクリエイタ一能力認定試験 教科書)I iMac/ Adobe PhotoshopCC / 

プロジェクター/プリンター/課題プリント

ひεうか はうぼう

評価の方法

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

じゅ.よ 9かい が、 L愉う"，ほう

綬業外での学習方法

j主本的にf受業内で完結。他授業の課題でも Photoshopは使JlJす るため、質問などは随H寺対応。

じっ む，"、げん じゅぎ tうかむ，ん'"、

実務経験と俊業科目の関係

15年以j経験のある現役のグラフイヅクデザイナーであり、 Photoshopの授業も 6i附 :Jjft当。陥ってきた経

験と肢がIの↑hz報を織り交ぜた佼業となります。
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V.Iデザイン

(授業概要)

. V.Iデザインとはどういうものかを学び、その実践力をみにつける。

-シンボノレマ ク ー口ゴタイプのアイデア出しからプラッシュアップまでを学ぶ

書体に関する知識、構造を学び制作技術を身につける

V.Iマニュアル制作を通じて、論理的説明能力を身につける

r;; 

コ ス

諸冨与1夫

も〈ひ"

目標

前期

アートデザイン科

イラストデザインコ ス

コミュニケ ションデザインコ

ース

デジタルまんがコース

1年生

1. VIデザインとは ・・・ について学び理解させる

2 シンボノレマーク ・口ゴマ クについて理解させる

T議う亘

議官の長話鮭最

産首年?占長t自

3 テーマに基づき作品制作を通じ実践力を身につける

中期

1. PCをイ車つての制作を行い;支術力を身につける

2. 7'レセ'ンテ ションをffい7'レセ'ン力を身につける

後期

1 各自、自由なテーマで作品制作を行い幅広い制作能力を身につける

2 進級作品制作

韓首許歯

前期

1~3 回

4~6 回

V.Iデザインの概念について

V.Iマニュアルについて

7~9 回 C.IとV.Iの違いについて(実例をあげ概論 ・考察を行う)

岩本博

O 

108 

10~12 困 シンボルマーク ・口コeマ クについて(実例をあげ概論考察を行う)

13~15 回 シンボルマーク ・ロゴマークについて(実例をあげ概論 考察を行う)



202l年度

16-18図 書体の構造 ・歴史について。(実例をあげ概論 ・考察を行う)

19-21回 口ゴタイプについて(実例をあげ概論・考察を行う)

22-24回 ロゴタイプについて(実例をあげ概論 ・考察を行う)

25-27回 自由なテーマで企画を考える(実例をあげ概論 ・考察を行う)

28-30回 自由なテー?で企画を考える(企画案発表)

31-33回 自由なテーマに基つ'き作品制作(ラフ案を作成)

34-36回 自由なテーマに基づき作品制作(ラフ案を作成)

37-39回 アイデア 3案の絞り込み

40-42回 アイデア 3案の絞り込み

中期

1-3回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(シンボルマークの作成)

4-6回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(シンポJレマーデの作成)

7-9回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(シンボjレマークの作成)

10-12回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(シンボルマークの作成)

13-15自 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(口ゴタイプの作成)

16-18目 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(口ゴタイプの作成)

19-21回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(口ゴタイプの作成)

22-24回 前期で作成したラフ作品を PCを使って制作(口ゴタイプの作成)

25-27回 プレゼンテーション(多数決により案を決定)

28-30回 シグネチア作成

31-33回 アプリケーション作成

34-36回 アプリケーション作成

37-39回 アプリケーション作成

40-42回展開案作成

43-45回展開案作成

46-48回展開案作成

49-51回展開案作成

後期

1-3回 進級作品制作(案出し)

4-6回 進級作品制作(案出し)

7-9回 進級作品制作(案出し)

10-12回進級作品制作(制作)

13-15回進級作品制作(制作)

16-18回進級作品制作(制作)

19-21回 進級作品制作(制作)

22-24回 進級作品制作(制作)

25-27回進級作品制作(制作)
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じゅ.，う ほうほう

綬業の方法

プロジェクタ を使つての講義授業

I宮晶、

Macノマソコン

ひょうか U. 'H~ う

評価の方法

紙 筆記具

PCを{更つての制作

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、 出席状況て・総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

控室井、での嘗冨男窪

街での取材 ギャラリー見学

じっ (;(tl付ん じゅ，.，うかむ〈 かん"い

実務経験と授業科目の関係

グラフィックデザイナー歴 43年に基づいた経験と知識を活かした V.Iデザインの授業
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グラフィックデザイン

(授業概要)

グラフィックデザインの歴史を学びどのように変化してきたかを学ぶ

著名なグラフィックデザイナ を取り上げ、探求 ・観察することでグラフィックデザインの本質を理解

する

グラフィックデザインの様々なジャンJレを理解する

アイデアからプレゼン、制作、プラッシュアップまでの全行程を行い実践的能力身につけさせる

fか

科

コース

35百年1夫

も£υaう

目標

前期

ア トデザイン科

イラストデザインコース

コミュニケ ションデザインコ

ス

デジタ Jレまんがコ ス

l年生

l グラフィックデザインとは何なのかを理解させる

2 その歴史、時代による変化を理解させる

!議官

「
ぜ冨の長議雀最

産首前五両!簡

岩本 i専

O 

108 

3 著名なグラフィックデザイナーを取り上げ、グラフインクデザインの本質を理解させる

中期

1 グラフィックデザインの様々なジャンルを理解させる

2 アイデアからプレゼン、作成、プラ yシュア yプまでの工程を理解させる

後期

1 自由なテーマによる制作で実践的能力を身に着ける

接室iJ酋
前期

1-3回 自己紹介自分の作品紹介授業の自標

4-6回 グラフィックデザインの歴史と変化について学ぶ

1964年から現在にいたるまでのデザインの変化を学ぶ

7-9回 1964年かり現在にいたるまでのデザインの変化を学ぶ

10-12回 1964年から現在にいたるまでのデザインの変化を学J、
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13-15回

16-18回

19-21回

22-24回

25-27回

28-30回

31-33回

34-36回

37-39回

40-42田

中期

1-3回

4-6回

7-9回

10-12回

13-15回

16-18回

19-21回

22-24回

25-27回

28-30田

31-33回

34-36回

37-39回

40-42回

43-45回

46-48回

49-51回

後期

1-3回

4-6回

7-9回

10-12回

13-15回

16-18図

19-21回

22-24回

25-27回

歴史を学んでの課題作成(学んだ中で好きなモチーフで作成)

世界におけるグラフィックデザインについて学ぶ

世界におけるグラフィックデザインについて学ぷ

世界におけるグラフィックデザインについて学ぷ

世界におけるグラフィックデザインについて学ぶ

世界におけるグラフインクデザインを学んでの課題作成(学んだ中で好きなモチーフで作成)

現主のグラフィックデザインについて概論、考察を行う

現在のグラフィ yクデザインについて概論、考察を行う

現在のグラフィ yクデザインについて概論、考察を行う

現在のグラフインクデザインを学んでの課題作成(学んだ中で好きなモチ フで作成)

ポスター チラシのデザインについて実例をあげ学ぶ

ポスター チラシのデザインについて実例をあげ学ぶ

ポスター ・チラシのデザインについて実伊lをあげ学ぶ

ポスター チラシのデザインについて実例をあげ学ぶ

ポスターの課題作品制作

チラシの課題作品制作

評価

エディ卜リアルデザインについて実例を上げ学ぶ

エディ卜リアルデザインについて実例を上げ学ぶ

エディトリアルデザインについて実例を上げ学ぶ

エディトリアルデザインの課題制作

評価

パッケージデザインについて実例を上げ学ぶ

パッケージデザインについて実例を上げ学ぶ

パッケージデザインについて実例を上げ学ぶ

パッケージデザインの課題制作

評価

自由なテーマ ジャンルにおいて進級作品制作(企画書作成)

進級作品制作

進級作品制作

進級作品制作

発表 ・評価

進級作品制作

進級作品制作

進級作品制作

進級作品市IJ作



2020年度

28~30 回 進級作品制作

l授業の方法

プロジヱクタ を使つての概論 PCを使つての制作

，ょう，い

教材

Macパソコン プリントアウト 主任筆記具

詳描の男jE

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、綬業態度、出席状況て勺総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

撞室井、てeの挙宮完JZ

街での取材 ギャラリー見学

長よ諺註鞍と宮正紅白の髄謀、

グラフィックデザイナー歴 43年に基づいた経験と知識を，舌かしたグラフィックデザインの授業
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WEBデザイン l

(授業概要)

WEBサイトの基本構造を理解し、利用者に伝わりやすく印象に残る WEBサイトをデザインするための基

礎実習。

WEBサイトをデザインする上でのレイアウトや配色、文字のデザインなどのデザインセオリ を学習す

る。

ソフトの使い方を学びながらデザインの基礎や、デザイナーとしての考え方を身につける。

アイディアスケッチからデザイン完成までの実習を通して WEBデザインの手順を習得する。

科 アートデザイン学科

イラストデザインコ ス

コミュ 二ケーショ ンデザインコ
コース

ース

デジタ jレまんがコ ス

3討冨年後 1年生

官E4
前期

1. WEBを構築する上での基礎知識を身につける

2 情報を整理し、伝わりやすいレイアウトができる

3 見る人の印象に残る見やすい色彩配色ができる

4 テンプレートを利用した WEBサイトを作成できる

後期

1. HTMLとcssの基礎的な知識を身につける

2. Illustratorを使って WEBサイトがデザインできる

量買

3長〉貨の長議雀議

~儲輸長桜前

3 クライアントを想定した訴求力のあるサイトをデザインできる

4 自分でデザインした WEBサイ卜を作成できる

接1斜、話
前期

第1回 WEBの基本

第2回 WEBクラウドサービスの活用

第3回 WEBクラウドサービスの活用

第4回 レイアウトの基本

北}I[ 貴j青

O 

108 
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

後期

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

配色の基本

テンプレートを使った WEBサイトの制作

テンプレートを使った WEBサイトの制作

テンプレートを使った WEBサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

自己プロモーションサイトの制作

HTMLとCSSの基礎

HTMLとCSSの基礎

HTMLとCSSの基礎

HTMLとCSSの基礎

IlIistratorを使ったサイトデザイン

Illistratorを使ったサイトデザイン

商品プロモーションサイトの制作

商品プロモーションサイトの制作

商品プロモーションサイ卜の制作

商品プロモーションサイトの制作

商品プロモーションサイトの制作

商品プロモーションサイトの制作

進級制作

進級制作

進級制作

進級制作

進級制作

ぜ去三の芳荏

講義、実技練習

訟判、

WEBクラウドサービス (WIX)

HTML/CSSエディタ (VisualStudio Code) 

IIlustrator 

Photoshop 
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;手前の芳握

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点て喝O点以上は単位

取得。

接語ぅ井、での2まし者完揺

課題を制作するにあたり必要な資料調達、調査分析を行い、デザインアイデアを作成する。

長議雀畿と接官紅白の随綜

商業 WEBデザイナーとしての経験 ーWEBサイトの摘造を理解したサイトデザインができる力を身に

つけるための内容



2021年度

アナロ グイラスト表現

tUlくこと、表現することを身につけるため、感覚的なことをぷ織化し、その意識したことから「手を動か

して、与えるJことで繰返し樗得する。そのことにより『考える j ということを頭の中で行うだけでな

く、身体を使って与える術を身につけ、慣れてくれば表現したいことをイラストにして円滑に他者に伝え

る能力を習得できるようにする。技術探求や阿糾探求経験をよEにして様々な課題のテーマにあったd!i:呪を

習得する。また?;1・にi!iIJ作したモノを他人に伝えること繰返し紘習し、コミュニケーションカ(絵 ・図 ・2

1定)への基盤を学ぶ。

，. 
科

コース

たも、Lょうね'"じ
対象年次

も〈ひょ 今

目標

前期l

tの主総事

アートデザイン学科 山今日

イラストデザインコース
O 

デジタノレまんがコース

れんかんたんいじかん
l年生 年間単位時間 108 

l モノ作りのiJi礎となる、形や色にして伝える術(怖くこと)を身につける。

京子

2. Illi阿技法習得を.filiみi宣ねることにより、兵現するイメージを色や形をイラストにして拙くことが

できる。

3. 下を動かLて咋えるJ ことを身につけることができる。

後期|

1 I/，'i函時ffiJをA:ねてることにより、技法を身につけることに加え、 Iつのテー7 を長期で揃くことで

そのモチーフの法則性や共通性を探求する。また観察して発見したことを、オリジナノレのイラストを

揃く可能性を身につけることができる。

2 表現することを繰り返し意滅する練習を車ねることにより、視覚化したことを言語化し、第三占一

に伝えるコミュニケーション力を向め、社会問の基盤調符を目指すことができる。
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じゅ.ょう"い泊、〈

綬業計i函

前WI

第 I@]

第 2-4回

第 5-6回

自己紹介 ・附 くことについて(実技)

描両基礎 本物を観然して儲くこと 簡単な ス ケ ッ チ (植物 ・人体 ・石むなど) I 
f品匝l基礎光と影で揃く ( i~'ft物など)

第 7-9回 描間基礎人体ク ロッキー

画材を);ilる スケッチをお色する(透明水彩 ・ハステノレ) 1 

第 10-13I'!I t曲面基縫 人体クロッキー(第 12回のみ人物デッサン ・着衣 ・ヌード)

L，lijf，jを知る スケッチを将色する(透明1水彩 ・パステノレ)2 

f長期|

第 1回 陥商 必 礎 ク ロッキー(人体 ・植物)

第 2田 美術館見学 (イタリアポローエャ絵本原I，ITi展大谷美術館)

第 3回 摘画lJi礎 クロッキー(人体 ・植物)

I!ill材を知る tfh幽効果のi主い ・デジタノレへのぷ材作 りl

第 4-5回 抽阿基鑓ク ロッキー(人体 ・産自の表i，'!)

阿材を知る t/I;阿効果のi主い ・デジタノレへのぷ材作り 2

第 6-7回 摘阿基礎 クロッキー(人体と顔の表情)

匝iUを知る 平而で燃し、ものに怖 く

第 8巨l 校外でのスケッチ(動物l!:ll・値物原!など)

第 9-14同 進級制作基礎抑liJffiiク ロッキー(人体)

第 15囚 人物デッサン(首衣 ・ヌード)

第 16-191m iJil，;品:/iIJ作とクロ ッキー(人体)

授 業の方法

-実習練習 主に綬業の前半はモチーフを観て描凶l練習(クロッキー)、後半は画材と技法探求の実習。

.必要であれば実習の予溜 ・復習のための課!迎。

・コミュニケーγ ョン力の主主将 就業時に必裂な三語力の基盤を身につける。

特に感覚的な ことを言話化して多寄に伝える力。

具体的には、全員の作品を'IEべ、各自が必ず作品の経緯や目的などを発1<してみんなにシェアをするこ

とにより、忠っていることや、感 じたことを伝える力を身につける。

また、クラスメイ卜の作品を点準に観ることにより 、観る力をつけること 、より多くの個性とセンスを

sl!解することで自己の n[能性の百一識を高める感t'1ーを身につける
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鞍前

伎術を身につけるためテキストが必笈な場合は適切な必籍を教只が選び、必要な項目は資料として配布す

る。例芸用解剖学全身編表的編など

ひaうか ゅう11)

評価の方法

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、綬業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

じゅ.ょ，がい が<L.・，ι正予"う

綬業外での学習方法

長期休みのi課題。

美術館の展覧会の見学学習。動物悶、値物品!などの校外スケッチ授業。

じっ V;1いりん じゅぎよう，..、 hん μ、
実務経験と授業科目の関係

美術教以の経験イTり、平面:!，IJ(.字、立体などモノを作ることの指導が可能。

本校のアニメーションコースにて人体抽写の基礎と人休の似Jき、表情などを 10年ほど折、'i。

ギャラリーや美術館などの芸術作家の祈動の紹介と、 t品阿技術に関わる情報提供。
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デジタルイラスト i

デジタルイラストやキャラクタ デザインを制作する上での錨画力や表現力、表現幅を高めることが

てーきる。

デジタルイラストゃキャラクターを魅力的に見せるためのポージングや傍図、視線誘導などの技法を

習得する。

実習ではデジタJレイラストの描函基礎やデジ7.)レイラスト独自の表現方法を身に付けていく。

また、授業を通してキャラクターデザインやデジタノレイラストの仕事で必要な企画提案の力を培い、

デジタ jレイラストの企画書やキャラクターの三面図などを作成し、それらをポー トフォ リオに載せることで

デジタルイラス ト関係の就職活動で能力をアピーんすることができる。

住 アートデザイン学科 区芝 早川 勝大

イラストデザインコース O 

討委件1夫 1年生

直些空総
監簡単7五64浦 108 

む《ひ，ぅ

目標

前期

1， 人体の織造をある程度理解し、人体の全身イラストの下書きを作成した上で全体のバランスを取り、下

書きとは別レイヤーに全身イラストの線画をデジタルで描くことができる。

2， ポーズを取った状態の全身イラストを下書き ・線画着色レイヤーに分けてキャラクター全体のパラン

スを取ったよでテ'ジタノレイラストとして儲くことができる。

3， 簡単な情図でオリジナルキャラクターの 1枚絵を下書き 線画 ・複数の着色レイヤーに分けてキャラク

ター全体のバランスを取った上でデジタルイラストとして描くことができる。

4， デジタJレイラス卜でキャラクターの服飾デザインなどを、資料を参考に自ら考えオリジナノレデザインと

してキャラクタ に合わせて作成できる。

後期

1， 簡単な指定がある中でキャラクターデザインを下書き ・線画複数の着色レイヤーに分けてキャラク空

全体のバランスを取り、 カラーバランスもある程度考えた上でデジタルイラストとして作成できる。

2， コンテストなどを想定した 1枚絵を下書き ・線画複数の着色レイヤーに分けてキャラクター全体のパ

ランスを取り、 カラーバランスも考えた上でデジタJレイラストとして錨くことができる。

3， 具体的な指定がある中でキャラクターデザインを下書き ・線画 ・複数の着色レイヤ に分けてキャラク

ター全体のバランスを取り、 力ラーバランスも考えた上でデジ空ノレイラ ストと して作成できる。

4， キャラクターを提案する企画書や、そのキャラクターイラスト、 キャラクターの世界観など、 デジタル

イラストとして複数の案を作成することができる。
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韓宝i干歯
前期

第 1回 自己紹介、授業の方針と目標

第 2-3回 CLlP STUDIO PAINTの使用方法について

第 4-6回 CLlP STUDIO PAINTの錨画ツールの種類とショートカットについて

第 7-9回 デジタノレでの人体の描き方について(パストアップのみの描画)

第 10-12回 デジタルでの人体の描き方について(全身の錨画)

第 13-15回 簡単な背景を含めたデジタJレイラストの描き方について

第 16-18回 服装などに指定があるデジタルイラストの作成

後期

第 1-3回 綬業目標の再設定、複数の簡単な指定があるデジタルイラストの作成

第 4・6回 視線誘導とデジタ jレイラストの情報量について

第 7-9回 イラストコンテストを想定したデジタルイラストの作成

第 10-12回 キャラクターの三面図について

第 13-15回 具体的な指定があるデジタルイラストの作成

第 16-18回 企画書ラフ(キャラ ・世界観)をデジタルで作成

第 19-21因 企画書(キャラ ・世界観)の完成

第 22・24回 進級制作

第 25・27日 進級制作

第 28・30回 進級制作

第 31・33回 進級制作

第 34-36回 進級車1)作

第 37-39困 進級制作

習

別

法

服

肘

方

討

の

5

日

業

主

μ
授

講

議う品、

なし

一
i手話の完jz

筆記 実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。
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撞追う井、て・の1長官完jE
Googleクラスルームによる諜題配布。授業で得た知識や技術を活かし、ポートフォリオに載せる事を想定

とした作品市IJ作実習課題。月に 1-2回程度配布し、完成作品は Googleクラスルームにて提出。

じっ eけLげん じゅ'".うかも〈 かんけい

実務経験と授業科目の関係

イラストレーターと Lての経験 ∞ デジタルイラストの表現幅を広げるための内容
「
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デジタル基礎・ 作品制作

デジタル漫画を描く上での描写力向上、表現力や表現幅を高める為の基礎実習。

デジタル漫画を描くために必要な PCペイントソフトの基礎制作技法を習得する。

基本的な操作方法から応用テクニックまで実習し、 デジタ Jレでの表現力や情報発信力を向上させる。

あわせてマンガに関する仕事で必要とされる用語などが理解 実践できるようになり、基礎表現力の高い

デジタノレ漫画原稿をポートアォリオに載せることで漫画関係の就職活動で能力をアピーんすることができ

る。

科

巨星空
も〈ひょう

目標

151 term 

アートデザイン学科

デジタルまんがコース

l年生

.，ういん

教員

議官の長議雀鞍

[綿織備

1， CLlP STUDIOの用語 ・機能を理解することができる

2， 基本的なショー卜カッ卜を活用することができる

3， コマ割り機能 ート ン機能を活用することができる

4， 4コマ漫画を作画 ・完成させることができる

2nd term 

1， 定規機能を活用し、背景をj苗く事ができる

2， デジタ Jレ入稿や製本について理解 ・説明することができる

3， ベンや線を使い分けることができる

4， 16ペ ジ以上の原稿を完成させることができる

3rd term 

1 
」ー一-

進級制作を完成させる

fじゅ.ょう"い吻〈

授業計画

原 正貴

O 

108 

第 01-03回 自己紹介、 アイスプレイク、授業の目標、用語について、解像度について

第 04-06回 基本操作について、 モノク口原稿について、 ショ ト力 y 卜について①

第 07-09回 ツーJレについて、 トーンについて、 トーン化について

第 10-12回 コマ割り機能について

第 13-15回 原稿作成 (4コマ)

第 16-18回 講評会

一一「

一一一一一叶



2021年度

第 19-21回 効果ツールにいて

第 22・24回 定規ツールについて

第 25-27回 模写課題①

第 28-30回 原稿作成 (4ページ)

第 31-33回 原稿作成 (4ページ)

第 34-36田 原稿作成 (4ページ)

第 37-39回 講評会

第 40-42回 3Dツールについて

第 43-45回 写真加工について

第 46-48回 線の使い分けについて

第 49-51回 ショ 卜力 y 卜について②

第 52-54回 模写課題②

第 55-57回 模写課題③

第 58-60回 仕上げについて

第 61・63回 練習原稿課題①

第 64・66回 練習原稿課題②

第 67・69回 練習原稿課題③

第 70・72回 原稿作成(16ページ)

第 73-75回 原稿作成(16ページ)

第 76-78回 原稿作成(16ページ))

第 79-81回 原稿作成(16ページ))

第 82-84回 原稿作成(16ペジ)

第 85-87回 原稿作成(16ペ ジ )

第 88-90回 原稿作成(16ページ)

第 91-93回 講評会

第 94-96回 卒業進級制作

第 97-99回 卒業進級制作

第 100-102回 卒業進級制作

習

山

法

楠

山方

un

の

5

日
業

義

同

授

議

ぜ者

なし



2021年度

詳誌の完;芸

課筆記 実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単

主堕尋。

t接吉井、での事官完jE

(夏季休暇中)ヲプレットによる諜題配布。第 28回-30回に関連するもの。ポ トフォリオに載せる事を

想定とした作品制作実習課題。期間中に 2作品を制作後、 Googleクラスルームにて提出。

長強権鞍と糧支12dの簡単、

プロの漫画家としての経験と実績を活かして授業に取り組む。



2021年度

作画基礎/ストーリー・演出

漫画を錨く上での描写力向上、表現力や表現幅を高める為の基礎実習。

人体描画基礎ゃ背景基礎であるパース(透視図法)など制作技法の習得および基本的なスト リ 作成 ・演

出法を習得する。

基本的な描画方法からオリジナノレ作品市IJ作まで実習し、視覚的な表現力や情報発信力を向上させる。

あわせてマンガに関する仕事で必要とされる提案技，去が理解 ・実践できるようになり、基礎表現力の高い

企画書やキャラクタ一三面図などをポートフォリオに載せることで漫画関係の就職J舌動で能力をアピーん

することができる。

科

コ ス

活百年1夫

もくひょう

目標

151 term 

アートデザイン学科

デジタルまんがコ ス

1年生

1， 漫画作成に必要な用語を理解することができる

2， 基本的な人体描画をすることができる

3， 1点パースについて理解することができる

4， 4コマ漫画を作成することができる

2nd term 

L 人体と背景を組み合わせた絵を猫く事ができる

2， 2点パ スについて理解する事ができる

き教ょう員いん 原正貴

首長fの長よ務雀嶺 O 

挙結結五島国 108 

3， キャラクタ デザインをし、 3面図に落とし込むことができる

4， 16ページ以上のネームを完成させることができる

3rd term 

1， 進級制作を完成させる

じ ゅ"うげいか〈

授業計画

第 01-03回

第 04-06回

第 07-09回

第 10-12回

第 13-15回

自己紹介、アイスブレイク、授業の目標、手の描き方について

用語について 腕 ・肩回りについて

腰回り~足の錨き方について 起承転結について

顔償顔について ネーム作成について (4コマ)

髪の箔き方について 逆算法 ・キャラについて



2021年度

第 16-18回

第 19-21回

第 22-24回

第 25-27回

第 28-30回

第 31-33回

第 34-36回

第 37-39回

第 40-42回

第 43-45回

第 46-48回

第 49-51回

第 52-54回

第 55-57回

第 58-60回

第 61-63回

第 64-66回

第 67-69回

第 70-72回

第 73-75回

第 76-78回

第 79-81回

第 82-84回

第 85-87回

第 88-90回

第 91-93回

第 94-96回

第 97-99回

第 100-102回

表情のJ苗き方について 演出(アップ ・ロング)について

l点パースについて ネーム作成 (4ページ)

人体基礎について ネーム作成 (4ページ)

講評会

自然背景にについて

人体ノマ スについて

ポ ジングにについて

人体と背景の組み合わせについて

アオリ顔 ・術撤顔について、ネーム作成(16ペ ジ)

服について、ネ ム作成 (16ページ)

靴について、ネ ム作成(16ページ)

小物について、ネ ム作成(16ページ)

2点ノマ スについて、ネーム作成 (16ページ)

アクション箔写について①、ネーム講評

アクション箔写について②、ネーム講評

キャラクタ デザインについて①

キャラクタ デザインについて②

3面図について

ネ ム作成 (30ページ前後)

ネ ム作成(30ページ前後)

ネ ム作成 (30ページ前後)

ネ ム作成 (30ページ前後)

ネ ム作成(30ページ前後)

ネ ム作成 (30ページ前後)

ネーム作成 (30ページ前後)

講評会

卒業進級制作

卒業進級制作

卒業進級制作

問
自

H

去

線

i
'
i
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講
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議う荷

なし



2021年度

ひ， .うか "うぼう

評価の方法

筆記 実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

旦得。

! 業外での学習方法
富山『い 制し川

(夏季休暇中)タブレントによる課題配布。第 28 回~30 回に関連するもの。ポート フォ リオに載せる事を

l t里定とした作品制作実習課題。期間中に 2作品を市IJ作後、 Googleクラ スルームにて提出。

一
美主主権最と通事紅白の筒謀、

プ口の漫画家である経験と実績をそのまま授業に活かしていく。



2021年度

写真

(授業概要)

写真撮影に必要な要素を講義と実習を通して学ぶ。

各自の制作においての 1ツーjレとして活かすことができる。

制作物の記録写真の撮影をおこなうことができる。

就職活動用のポートフォリオ作りに役立てることができる。

科. アートデザイン学科 l'教Sう員いん

イラストデザイン コ ス

コース

到し五年涜

もくひ，う

目標

1stターム

コミュニケーションデサ.イン コ

ース

l年生

1，写真の原理を理解するこ とができる。

2，カメラの仕組みを理解することができる。

3，基本的な撮影技術を身に付けることができる。

2ndターム

1，意図を反映させる撮影ができる。

2，撮影デ タの扱い方を学ぶことができる。

3，記録写真を撮影することができる。

首長許酋

< 1st> 14回

第 1回授業概要説明

第 2・3回 写真の原理 ・カメラオブスク ラについて

第 4-5回 デジタル眼レ フカメラの構造について

第 6回 デジタノレカメラによる撮影の流れについて

第 7-8固被写界深度について

第 9-10回 シャッタースピードについて

第 11回 レンズの種類について

第 12・13回構図について

第 14回合評

議官の長議雀量

ね年ん間かん単たん位い時じか間ん

一徳永好恵

O 

108 



2021年度

く 2nd>13回

第 l回夏休みの課題発表

第 2回 ファイルサイズ ・センサ サイズについて

第 3回 ホワイトバランスについて

第 4-5回 ライテイングについて

第 6回 RAW，'-1;<の扱いについて

第 7-8回平面複写について

第 9-10回立体複写について

第 11-12回 ジェネレ一安ーによる撮影について

第 13回 合評

く 3rd>3回

第 1-3回 進級制作に伴う撮影実習(個別対応)

|百蚕の完jE

講義、撮影実習

ぜ荷、

教員オリジナノレ教材

ひaうか ほうぼう

評価の方法

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

接室井、での挙宮完jz

学内とは異なる環境や被写体を撮影する課題を課す。

支議雀議と首長紅白の簡単、

写賞作家としての経験骨アートやデザイン制作に必要となる画像の準備ができる内容



2021年度

動画

若い感性の内に映像に親しみを持つことができる。

映像前l作を通してその織成要素を知り、伝える力を身につける。

lか

科

コース

31し五幹夫

もくひ，う

目標

ア トデザイン学科

コミュニケーションデザインコ

ス

l年生

l宮高
!議官の場総

(鵬首島国

1， 映像に興味をもっ。

2，カメラと映像編集(アドビプレミア)の基本的な操作ができる。

接室許酋

第 01-03回

第 04-06回

第 07-09回

第 10-12回

第 13-15回

第 16-18回

第 19-21回

第 22-24回

第 25-27回

第 28-30回

第 31・33回

第 34-36回

第 37-39回

第 40-42回

第 43-45回

第 46-48回

第 49-51回

第 52-54回

第 55-57包

第 58・60回

第 61-63回

自己紹介、アイスブレイク、授業の目標

映像の種類、撮影機材説明

映像鑑賞①

撮影実習①

日史像編集

講評会

映像鑑賞②

映像鑑賞③

学生セレク卜

(写真 3枚 ・映像 30秒)

今敏、大島渚

伊藤高志、 レイ ・ハリーハウゼン

撮影実習(コマ撮り)

映像編集

映像編集

映像編集

講評会

映像鑑賞④ ヤン ・シュパンクマイエル、宇治茶

シナリオ 絵コンテ実習

シナリオ ・絵コンテ実習

撮影実習(映像)

映像編集

映像編集

映像編集

論評会

吉井

× 

108 



2021年度

第 64-66回 NHKメディアライブラリーについて

第 67-69回 映像編集

第 70-72回 映像鑑賞⑤ ミッシェルゴンドリ一、イニャリ卜ゥ

第 73-75回 撮影実習(映像ワンカッ ト長田し)

第 76・78回 映像編集

第 79-81回 映像編集

第 82-84回 映像編集

第 85-87回 講評会

第 88-90凹 映像編集テス卜

第 91-93回 講評会

第 94-96回 卒業進級制作

第 97-99回 卒業進級制作

第 100-102回 卒業進級制作

習

山

法

撫

削方

な

の

5

山業

E

W
授

講

ぜ晶、

Adobe Premere Pro 

;手話の完;芸

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単位

取得。

撞1室井、てeの半官完窪

(夏季休暇中)タブレ y 卜による課題配布。第 28回-30回に関連するもの。ポ トフォリオに載せる事を

JE定とした作品IJ作実習課題。期間中に 2作品を制作後、 Googleクラスルームにて提出。

正義雀鞍と智正fJ自の髄謀、

なし



2020年度

DTP 

DTPの知識と技術を身に付け、即戦力として就職できるスキルを習得する。

科

コス

出ι五幹夫

r.;ひょう

目標

1 sl term 

ア トデザイン学科

コミュニケーションデザイン

l年生 2年生 合同

r-;;ういん

f教員

1いん じついずいげん

| 員の実務経験
ヤーーーーーー-一一一ー一ーー

ねんかんたんいじかん

年間単位時間

古林秀樹

O 

108 

1 DTPの概論理解と、 クライアン卜の要求通りにラフの案出しができる。

2 DTPの基本であるアドビイラストレー夕、 フォトショップの基本操作ができる。

2吋 term

1 アドビソフトを駆使して、 DTPの基本にのっとり、販促物の作成ができる。

2 卒業進級成果展のテーマ、作品を決め、制作を行う。

3勺erm

卒業進級成果展の作品を仕上げる。

授業計画

1 SI term 

第 l回

第 2回

第 3回

デザイン概論、 現在の DTPの仕事の流れ (講義)

出稿形態(講義)

DTPにおけるアドビソフ卜の概論(講義)

出力業界の現状と、印刷業界、

第 4-6回 アドビイラストレータによるパスの練習(実習)

第 7-9回 アドビイラストレータ基礎練習(実習)

第 10回

第 11回

アドビフォトショップ概論(講義)

解像度について(講義)

第 12回 写真加工レタ yチ概論(講義)

第 13-15回 アドビフォトショップ基礎練習(実習)

第 16回 デザインラフ案から DTPフィニッシュまでの概要説明(講義)

デザインラフ案(アートカレッジ水族館A4ちらし)第 17-18回

第 19-24回 課題ちらし制作(実習)

第 25-27回 発表意見交換

第 28-30回 修正(実習)

(玉川泰然)
寸



2020年度

第 31-33回 評価 ・意見交換

第 34回 2次使用課題説明(アートカレンジ水族館 A4ちらしかりポスター制作)

第 35-39回課題ポスタ 制作(実習)

第 40-41回発表 ・意見交換

第 42回 ltermの反省、

2nd term 

第 43回 仮クライアン卜による販促物制作説明(ポートフォリオに使用する前提)

第 44-45回 企画スケジューノレ提出

第 46-54回 課題制作(実習)

第 55-57回 発表・意見交換

第 58-60回修正(実習)

第 61-63回評価・意見交換

第 64-80回 卒業制作(実習)

第 81回 2termの反省、

31dterm 

第 82-89回卒業制作(実習)

第 90回 3termの反省

通安の完jz

前半は DTPの概論説明のための座学講習。以後は講師が燐わった実例を参考にした講義と実習課題。講義

と画力向上のための実技を取り混ぜた授業方法。実務に則した疑似クライアン卜からの要望とデザインワー

クの流れを実習。実務を想定したデザインワ クをアドビのソフトで構築していく。重視されるポイン卜を

議論して修正案を提出する工程を繰り返し行う。これを続けることで、技術だけではなく、感覚 感性とし

ての DTP作業を身体に覚え込ませる。後半は卒業事IJ作展の制作。

3長う荷、

講師自身が作成する資料を使い講義。過去の事案、案件を利用した実習。(制作著作を所持しているもの)

または、現在販促物を必要としている企業団体の案件。(講師の監督のもと実際に市場に出せる案件)

詳越の完i~

筆記 ・実技試験の結果及び課題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上で単位

取得。

じゅ<，うがい が， Lゅうほう'"

授業外での学習方法

巷のデザイン物の収集は行いますが、基本学内での講義、実習を行います。主に使用するのは MacPC、ス

マホ、ラフ作成のための紙、筆記具。データ収集のために各自のスマホを使用します。(許可 Lたとき以外

はスマホ使用不可)



2020年度

じっ ι"い"ん c..，-J.うかも〈 かんげL

実務経験と授業科目の関係

商社、食品製造販売会社、製版会社、印刷会社、化粧品製造販売会社、それぞれ企画デザイン室で、新人育

成を行ってきました。それぞれの時代、分野に合わせた商業デザイン従事者の育成を経験しておリ、それに

伴う DTPオペレ トの指導も経験しております。



2020年度

マーケテイング/プランデイング

(授業概要)

ビジネスの背景や商品の価値、理念についてのヒアリング方法から、

コンセプトを作るアイテアの創造をビジネスリテラシ をつけながら学ぶ。

また、その最大の強みを消費者に的確に伝える「プランディングデザインjの

フロー スキルを習得する。

-プランデイングデザインのスキル ・フローを習得する。

-プレゼンテーションの組み立てとコミュニケ ション能力の向上を目標とする。

'じゅ.，うげいか〈

授業計画

前期

第 1回 デザインワークショ yプ

アイデアヲアナログで形にする方法を学ぶ

第 2回 デザインワ クションプ

アイデアヲアナログで形にする方法を学ぶ

第 3回 想定クライウントワークの実施



2020年度

デザイン校正 ・レイアウト ・写真補正など複合的な要素を理解する能力

第 4回 想定クライウントワークの実施

デザイン絞正 ・レイアウト ・写真補正など複合的な要素を理解する能力

第 5回 想定クライウン卜ワークの合評

デザイン校止 ・レイアウト ・写真補正など復合的な要素を理解する能力

第 6回 想定クライウントワークの実施(グループ)

プランデイングのフロー ・コンセプ卜の立案 ・ディレクションを学ぶ

第 7回 想定クライウントワークの実施(グループ)

プランデイングのフロー ・コンセプ卜の立案 ・ディレクションを学ぶ

第 B回 想定クライウン 卜ワークの合評(グループ)

プランディングのフロー ・コンセプトの立案 ・ディレクションを学ぶ

第 9回 プレゼンテ ションについて①

社会で必要となる、恨本的なスキノレをビジネスとデザインの観点で習得する

第 10回 プレゼンテーションについて②

社会で必要となる、根本的なスキルをビジネスとデザインの観点で習得する

第 11回 プレゼンテ ション課題

社会性をテー?とした課題にプレゼンテーションまで実践する

第 12回 プレゼンテ ション課題

社会性をテー?とした課題にプレゼンテーションまで実践する

後期

第 13回 想定クライウントワ クの実施②

デザイン校正 レイアウト 写真補正など複合的な要素を理解する能力

第 14回 想定クライウン卜ワ クの実施②

デザイン校正 レイアウト ・写真補正など複合的な要素を理解する能力

第 15回 想定クライウントワークの実施②

デザイン校正 ・レイアウ 卜・ 写真補正など復合的な要素を理解する能力

第 16回 ビジネスピッチコンテス卜課題

これからの時代に求められる変化 ・対応力を独自の視点で分析し、事業コンテスト形式で

プレゼンテーションを行う

第 17回 ビジネスピ yチコンテスト課題
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これからの時代に求められる変化・対応力を独自の視点で分析し、事業コンテスト形式で

プレゼンテーションを行う

第 18回 ビジネスピンチコンテス卜諜題

これからの時代に求められる変化・対応力を独自の視点で分析し、事業コンテスト形式で

プレゼンテーションを行う

第 19回 ポート フォリオ

好きなものファイルプレゼンテーション①

第 20回 ポ トフォリオ

好きなものファイノレプレゼンテーション②

第 21回 ポートフォリオ

好きなものファイ Jレプレゼンテーション③

第 22回 ポートフォリオ

好きなものファイルプレゼンテーション④

第 23回 ポート フォリオ

好きなものファイルプレゼンテーション⑤

第 24回 最終課題(自由課題)

ポスヲ ・プyクetc様々なメディアの形式で、主の観点での小さな問題や課題を表現する

第 25回 最終課題合評

ポスタ ブyクetc様々なメディアの形式で、主の観点での小さな問題や課題を表現する

第 26回 最終課題合評

ポスタ ・プンク etc様々なメディアの形式で、主の観点での小さな問題や課題を表現する

第 27回 最終課題合評

ポスタ ・ブック etc様々なメディアの形式で、主の観点での小さな問題や課題を表現する

第 28回 最終課題合評

ポスター ブック etc様々なメディアの形式で、主の観点での小さな問題や課題を表現する

第 29回 卒業進級フォロ アップ

第 30回 卒業進級フォローアップ

第 31回 卒業進級フォロ ーアップ

第 32回 卒業進級フォローアップ

第 33回 卒業進級フォロ アップ
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第 34回 卒業進級フォローアップ

第 35回 卒業進級フォローアップ

直 竺里一 卒業進級フォローアツ

f桜の躍

スライドによる教養とワークの併用

[議う晶、

オリジナル作成教材を使用

lひょうカ ほうほう

評価の方法

一一一一一」

課筆記 ・実技試験の結果及び諜題評価、授業態度、出席状況で総合評価する。 100点満点で 60点以上は単

位取得。

接室井、て・のを長官完jE

オリジナノレ教材による自宅学習

基金総量と智正紅白の首謀

アートディレク空ーとしての経験を活か Lて、プランデイングとマーケテイングの実社会での重要性とそ

の入口となる導入をレクチャ 実践することで社会性を養い、就職への意識を高める。


