
30時間

1単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義と実技

2 4月27日 講義と実技

3 5月11日 実技

4 5月18日 講義と実技

5 6月1日 講義と実技

6 6月1日 講義と実技

7 6月15日 実技と試験

8 6月22日 講義と実技

9 6月29日 講義と実技

10 7月6日 講義と実技

11 7月13日 実技

12 7月20日 試験

13 9月7日 実技と試験

14 9月14日 講義と実技

15 9月21日 講義と試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


講師より配布するプリント（過去配布分含め毎回持参）

ーションアート専門学校

Illustrator基本操作02
回転・拡大縮小・リフレクト　練習課題演習

【教材準備】配布プリント用のクリアファイル（後期用）を準備
（次回持参）

練習課題演習：雪の結晶

準備学習　時間外学習

課題3：線画彩色3 課題制作（トレース線画の塗り）

課題3：線画彩色4 合評会（試験相当） 振り返りレポートの制作（2時間）

Illustrator基本操作01
図形ツール・選択ツール・変形ツール

課題２：季節のポストカード提出・課題告知 振り返りレポートの制作（2時間）

課題３：線画彩色1 線画抽出・レイヤーマスク・さまざまな塗り（テクス
チャの適用方法）レイヤーを使った塗り分け

彩色用の線画を準備（A4にて各自描画）（3時間）

課題３：線画彩色2 スキャナの使い方・線画補正・線画抽出
線画チェック（不合格者はリテイク）

チェックの内容を反映して彩色用の線画を再度制作（A4にて各
自描画）（5時間）

写真の補正と合成
レタッチツールの基礎・練習課題

テキストレイヤーと文字の操作／レイヤースタイル
課題２：季節のポストカード

作品で使う写真を収集（2時間）

課題２：季節のポストカード制作日 ポストカード企画書（絵コンテ）（2時間）

選択範囲の操作02 レイヤー復習・様々な選択ツール・拡大縮小・課題
１：花のコラージュ制作

課題１：花のコラージュ制作・答え合わせ・提出 振り返りレポートの制作（2時間）

カラーパレットについて・スウォッチについて・塗りつぶしについて／グ
ラデーション

選択範囲の操作01／ファイル形式と拡張子　レイヤー操作／コピー
ペースト（福笑い）

【教材準備】配布プリント用のクリアファイル（前期用）を準備
（次回持参）

教員の略歴 1996年より編集・デザイン制作会社を自営。文化芸術・教育・福祉の分野で多くのメディア制作に従事。

授業の学習
内容

Photoshopの基本操作のうち「選択範囲」「レイヤー操作」「入力画像の補正」「線画彩色」など、 
  
機能の紹介にとどまらず、実制作に具体的に役立つ内容を、実習を中心に修得させることを目的とする。 
夏休み明けからはIllustaratorを学び、年間通して2DCGの作品作りを企画し自在に制作できる技術力を養う。
与えられた素材の編集加工から、素材の選定、スキャン入力、補正、合成、描画と、Photoshopの基本的なテクニックを自在
に操作し、作品を制作することができる知識を身につける。
9月の2回はIllustratorの導入教育として基本操作の講義と実習を行う。

到達目標　

Photoshopの基本的なテクニックを自在に操作し、作品を制作することができる技術と知識を身につける。
具体的には以下の項目についての習得を目指す。
・Photoshopを用いた素材の編集加工
・AD変換、補正、合成、
・Photoshopを用いた描画

評価方法と基準

4つの課題で評価する。以下の評価項目にて課題ごとに5段階評価を行い、合算して100点満点で評価する。
・各課題の提出期限内に提出できること
・課題で要求されている内容をく理解し、過不足ない内容で提出できていること
・自分なりの表現の工夫が盛りこまれていること（後半2つの課題）（クリエイティヴィティ）
・自分の作品の意図、内容を言葉で説明する提出資料を添えて提出できること（コンセプト・プレゼンテーション）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 牛山惠子
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 コンピュータデザインベーシックⅠ

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4/19 講義と実技

2 4/26 講義と実技

3 5/10 講義と実技

4 5/17 実技

5 5/24 実技

6 5/31 講義

7 6/7 講義と実技

8 6/21 講義と実技

9 6/28 実技

10 7/2 実技

11 7/12 実技

12 9/6 実技

13 9/13 講義

14 9/27 講義と実技

15 調整中 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

3DC制作に携わり29年目、専門学校講師歴25年目（他校を含む）。スタジオねじ主宰。

補足：AEの使い方スタートアップ

補足：AEを使った映像編集・加工練習、実習

補足：AEを使った映像編集・加工練習、実習

補足：ツール、内容共に自由、こだわった映像制作

補足：ツール、内容共に自由、こだわった映像制作

補足：AEを使った映像編集・加工練習、実習

課題評価試験

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


リリックビデオ作成Premiere

リリックビデオ作成Premiere

至極の動画作成

至極の動画作成

自分の名前を使ったタイトルアニメーション

自分の名前を使ったタイトルアニメーション

AE操作基本

AE操作基本

リリックビデオ作成AE（曲指定）

リリックビデオ作成AE

リリックビデオ作成AE

Premiere操作基本

自己紹介（半分）＋業界プレゼン

教員の略歴

授業の学習
内容

映像加工、編集の技術は映像制作にとどまらず、3DCG制作、2DCG制作に広く必要な技術である。
映像制作、編集加工、3DCG制作、2DCG制作など広い分野に関わる
制作を通して自ら考え、判断し、学び取る方法を身につけて欲しい。
講義で学ぶ技術はその過程に必要な1要素でしかない。
講義では基本的な操作まで、それ以降は作り、悩み、求める答えが出るまで考え続ける。
作り方に正解はなく、結果を出すための手段は学ぶのでは無く、自ら多くを試し見つけることに重きを置く。
そのためにまずは放課後を含めて授業外でも作る時間の確保を多く要求し、講義・座学に重きを置かない。

到達目標　
ツールを使った制作を通して自ら考え、判断し、学び取る方法を身につける。
誰かに映像制作を依頼されたとき、自らの判断で準備から制作までできるようになる。

評価方法と基準

出席率+授業態度・・・15％
提出物の有無・・・50％　（未提出は大きな減点となります）
提出物の技術基準の到達度・・・20％
制作に対する姿勢・・・15％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自己紹介（半分）＋授業プレゼン 補足：学生把握・授業方針伝達

補足：学生把握・業界の実際を伝達

担当教員 遠藤光明
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 2DCG制作ⅠB

必修
選択

補足：ツール、内容共に自由、こだわった映像制作

補足：ツール、内容共に自由、こだわった映像制作

補足：AEの使い方スタートアップ

補足：Premiereの使い方スタートアップ

補足：Premiereを使った映像編集・加工練習、実習

補足：Premiereを使った映像編集・加工練習、実習



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義

2 5月15日 講義

3 5月22日 講義

4 5月29日 実技

5 6月5日 講義と実技

6 6月19日 講義と実技

7 6月26日 講義と実技

8 7月3日 講義と実技

9 7月10日 実技

10 7月17日 講義と実技

11 9月4日 講義と実技

12 9月11日 講義と実技

13 9月18日 講義と実技

14 9月25日 講義と実技

15 10月2日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


課題評価試験

相互グループディスカッション
└話し合いのまとめ方、進め方の再認識化

夏休みに行う企画実行の制作準備(プレゼン通
過者のみ)

グループディスカッション①
└お題(テーマ)に対して、チームで協力してクリアする

企画修正(プレゼンで受けたフィードバックの対
応)

準備学習　時間外学習 プロジェクタとPC必須。講義とディスカッションの併用。ホワイトボードとペンが必要

グループディスカッション②
└お題(テーマ)に対して、チームで協力してクリアする

グループディスカッション②
└お題(テーマ)に対して、チームで協力してクリアする

業界人を呼んだトランプ企画の最終プレゼンテーション
└通った企画に関しては夏休みに人を集めて実施する

今までの講義をまとめた内容の試験準備

PERT図を意識したチーム運営法/企画進行の仕方
└お題に対して、ToDoをどうするかチームで考える

仕様書や企画書の写し

PERT図を意識したチーム運営法/企画進行の仕方
└まとめたものをガントチャートなども用いてまとめる

仕様書や企画書の写し

相互グループディスカッション
└話し合いのまとめ方、進め方の再認識化

夏休みに行う企画実行の制作準備(プレゼン通
過者のみ)

夏休みに行う企画実行の制作準備(プレゼン通
過者のみ)

テストの準備

ロジカルシンキングとゲームの基本的な定義
└論理的な思考と学術的なゲームの考え方

トランプを使ったゲーム企画の立案の続き

ゲーム基礎知識/後期のゼミ/トランプ企画プレゼン準備
└ゲームとしての「遊び」型や内容の座学

トランプを使ったゲーム企画の立案の続き

グループディスカッション①
└お題(テーマ)に対して、チームで協力してクリアする

企画修正(プレゼンで受けたフィードバックの対
応)

業界人を呼んだトランプ企画のプレゼンテーション
└1次プレゼンテーション

企画修正(プレゼンで受けたフィードバックの対
応)

評価方法と基準 １）定期テスト60％　２）出席数40％

授業計画・内容

講義目的と意図の共有。プランナー,業界の説明
└プランナー像、仕事、役割、目指すところの共有

トランプを使ったゲーム企画の立案

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

①トランプを使ったオリジナルゲームの企画～実践まで行い「企画の実感」を得る(勝ち残った子が対象)
②業界人に見てもらうプレゼンテーション機会を作り、「会社で行うプレゼンテーション」と同じ体験を獲得する
③ゲームの基本的な遊ばせ方やルールを学ぶことで「ゲームの作り方」の基礎を学ぶ
④チームで話す・考えることで基本的な伝え方、考え方の基礎作りを行う
個人のスキルと能力を伸ばすための座学や実践を行いつつ、チームでものを考える、作るという入り口を学ぶ・身に着ける

担当教員 岡　智仁
授業
形態

実技
総時間
（単位）

ゲーム企画ⅠB　　科目名

企画修正(プレゼンで受けたフィードバックの対
応)

企画修正(プレゼンで受けたフィードバックの対
応)

必修
選択

選択 年次

到達目標　
①ロジカルシンキングの基本である。sowhat,whyso,MICE,グルーピングができるようになる
②チームで物事を考える、意見を言う、了承を得るなどの基本的なディスカッション能力を身に着ける
③チームを進行させるための方法、ゲームの基本的な知識を身に着ける

1年

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Cクラス

教員の略歴 SEGA,Cygames,TAITOなどでゲームの企画、ゲーム開発と運営を担当。企画書、仕様書などの担当が主

授業の学習内容



60時間

　（　2　）

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と演習

2 5月14日 講義 「演出のねらい」を知る / 過去作品鑑賞

3 5月21日 講義

4 5月28日 講義と実技 企画プランニング 3時間

5 6月4日 実技

6 6月18日 講義と演習 リサーチ 3時間

7 6月25日 講義と実技 台本作成 3時間

8 7月2日 実技

9 7月9日 実技 素材集め 2時間

10 7月16日 実技 編集データ構築　2時間

11 9月10日 講義と演習

12 9月17日 実技

13 9月24日 実技

14 10月1日 講義と演習 作品合評会･反省会

15 調整中 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


ビデオカメラ、三脚、照明キット、PC、編集ソフト、配信システム

課題評価試験

準備学習　時間外学習 学生が「自分で考えて行動すること」を基本方針とする

評価方法と基準 評価点(課題評価)50%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

･  「生配信」 (学校の動画CG系コースを紹介する配信番組制作)
　　→ 実際に生配信番組を制作して、プロの生配信の実施方法を実践的に学びま
す。
･ 講義と実習を繰り返して、体験的に学習していきます。

到達目標　

･ 配信ITシステム技術でなく、「実施能力」を育てます。
･ 配信を通してカメラや照明技術を習得し、後期に実施する｢ショームービー / MV」の制作
に活かします。

担当教員 泉 紀行

CM・ブランディング映像･web動画 プランナー/ディレクター/コピーライター

東京コミュニケーションアート専門学校

映像制作ⅠB科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

説明 / 要望ヒアリング / 見極め課題

学科・ｺｰｽ ｅエンターテインメント科昼間部二　1年Aクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

配信技術者の特別講義① (仮)

「生配信番組」　企画制作

「生配信番組」　企画案/制作進行

「生配信番組」　リサーチ / 構成

「生配信番組」　構成台本

配信技術者の特別指導② (仮) / 生配信実
施

スケジュール作成 2時間

「生配信番組」　構成台本作成

「生配信番組」　送り出し素材の企画構成

「生配信番組」　送り出し素材の企画編集

カメラ、照明技術を知る

配信技術者の特別指導① (仮) / テスト配信



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義と実技

2 5月15日 講義と実技

3 5月22日 講義と実技

4 5月29日 講義と実技

5 6月5日 講義と実技

6 6月19日 講義と実技

7 6月26日 講義と実技

8 7月3日 講義と実技

9 7月10日 講義と実技

10 7月17日 講義と実技

11 9月4日 講義と実技

12 9月11日 講義と実技 コンセプトの授業（キャラクター

13 9月18日 講義と実技

14 9月25日 講義と実技

15 10月2日 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

課題評価試験

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作							

　【使用教科書・教材・参考書】　	

色々便利なツールMelについて 課題作品を仕上げ提出

課題作品を仕上げ提出

キャラクターモデリング

キャラクターモデリング 課題作品を仕上げ提出

レンダリング 課題作品を仕上げ提出

コンセプトの授業

コンセプトの授業 課題作品を仕上げ提出

宝箱作成 課題作品を仕上げ提出

好きな小物を作成させる 課題作品を仕上げ提出

レンダリング

樽の基本的な作成

樽の基本的な作成 課題作品を仕上げ提出

宝箱作成

評価方法と基準
課題提出数
自主的な作品の制作

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

Mayaの基本的なオペレーション

教員の略歴 CGクリエーター歴20年

授業の学習
内容

①業界で使われているツールです。
②3DCGの基礎を学びます
③3DCGは躓きやすい分野ですので楽しくわかりやすく学んでほしいです
ツールを学ぶにあたって必要な知識や作品の作成方法や考え方を伝えます。

到達目標　
3DCGソフト「Maya」の基本操作を学びそれに付随する必要なツールの知識も身に着ける
1年を通してとにかく3DCGソフトを触る続ける

担当教員 石橋
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 3DCG制作ⅠA

必修
選択

選択 年次 1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 04月24日 講義と演習

2 05月15日 講義と実技

3 05月22日 講義と実技

4 05月29日 講義と実技

5 06月05日 講義と実技

6 06月19日 講義と実技

7 06月26日 講義と実技

8 07月03日 講義と実技

9 07月10日 講義と実技

10 07月17日 講義と実技

11 09月04日 講義と実技

12 09月11日 講義と実技

13 09月18日 講義と実技

14 09月25日 講義と実技

15 調整中 試験 課題評価試験

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

東京コミュニケーションアート専門学校

修正指摘箇所を次回修正して提出

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作

　【使用教科書・教材・参考書】　

・『Autodesk Maya トレーニングブック  第４版』
授業や課題で作ったものがハンズオンのための教材になります。
周りの友達と知識を共有し合い、授業の目標をクリアしていきましょう。

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

評価方法と基準
・課題評価：100%
※課題のある週は【金曜日18時迄】に指定の場所に提出をお願いします。（毎回の授業の終盤にお伝えします。）
・作品のコンセプト・クリエイティビティ・プレゼンテーションにて評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴
2011年7月～2018年9月：CGCGスタジオ株式会社[CGデザイナー]
2018年10月～2019年10月： STUDIO GOONEYS[リードモデラー]
2019年10月～：フリーランス3DCGモデラー

授業の学習
内容

作品制作に必要なモデリング操作をハンズオン形式で学ぶ。
※毎回の学習内容は変更する場合があります。

到達目標　

【1年生】
・木箱・樽などの無機物のアセット、アニメーション可能なキャラクター素体の制作。
・1ショットの静止画および、ターンテーブル動画を用いた制作物の見せかた、作品のアウトプットの方法を学ぶ。
・Photoshop ,AfterEffects ,SubstancePainterなどのソフトウェアとの連携を学ぶ

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 3DCG制作ⅠB

必修
選択

【モデリング実践】：木箱を作ろう
マテリアルで木箱を表現をしよう

担当教員 島添徹
授業
形態

実技
総時間
（単位）

【講師自己紹介・Mayaを触ってみよう】
超カンタン！Mayaを知ろう 前期の各自計画表、ロードマップ制作  

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

修正指摘箇所を次回修正して提出

選択 年次 1年

【Mayaを触ってみよう】
テクスチャ・ライティング・レンダリングの基礎を学ぼう

【ノードを知ろう】(ノードとその役割について)
Mayaの根幹を成す（ノード・アトリビュート）を知ろう

【レイアウト】木箱・樽を使ってレイアウトしよう②
HDRIを用いた環境光の中で、ロケーションを作ろう

【テクスチャリング実践】：テクスチャ表現をアップさせよう②
Photoshopを用いて[diffuse/specular/bump/normal]マップを作ろう

【レイアウト】木箱・樽を使って1ショットをレイアウトしよう②
HDRIを用いた環境光の中で、ロケーションを作る

【レンダリング実践】AfterEffectsで画面効果を付けてみよう 
Maya Arnoldでレンダリングしよう・レンダーエレメンツを理解しよう。

【モデリング実践】：樽を作ろう
木・鉄の質感を分けて表現しよう

【レイアウト】木箱・樽を使ってレイアウトしよう①
Mayaで木箱・樽を配置。カメラとライトを用いて構図をハンティン
グしよう

【モデリング実践】：メッシュのエラーを解決しよう
モデリング中に意図せず生じたメッシュのエラー解決方法を知ろ
う

【モデリング実践】：メッシュのエラーを解決しよう
解決できなかったデータの問題について答えます

【色々なモデリングの方法】大砲+砲弾・ロープを作ろう
大砲の可動を前提としたグループ構造、
デフォ－マを用いたモデリングをしてみよう
【テクスチャリング実践】：テクスチャ表現をアップさせよう！①
Photoshopを用いて[木箱・樽・大砲・砲弾・ロープ]のテクスチャ
にペイントや素材
加工を加えよう



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義と実技

2 5月15日 講義と実技

3 5月22日 講義と実技

4 5月29日 講義と実技

5 6月5日 講義と実技

6 6月19日 講義と実技

7 6月26日 講義と実技

8 7月3日 講義と実技

9 7月10日 講義と実技

10 7月17日 講義と実技

11 9月4日 講義と実技

12 9月11日 講義と実技 コンセプトの授業（キャラクター

13 9月18日 講義と実技

14 9月25日 講義と実技

15 調整中 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 3DCG制作ⅠC

必修
選択

担当教員 石橋
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

Mayaの基本的なオペレーション

教員の略歴 CGクリエーター歴20年

授業の学習
内容

①業界で使われているツールです。
②3DCGの基礎を学びます
③3DCGは躓きやすい分野ですので楽しくわかりやすく学んでほしいです
ツールを学ぶにあたって必要な知識や作品の作成方法や考え方を伝えます。

到達目標　
3DCGソフト「Maya」の基本操作を学びそれに付随する必要なツールの知識も身に着ける
1年を通してとにかく3DCGソフトを触る続ける

評価方法と基準
課題提出数
自主的な作品の制作

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

樽の基本的な作成

樽の基本的な作成 課題作品を仕上げ提出

宝箱作成

宝箱作成 課題作品を仕上げ提出

好きな小物を作成させる 課題作品を仕上げ提出

レンダリング

キャラクターモデリング 課題作品を仕上げ提出

レンダリング 課題作品を仕上げ提出

コンセプトの授業

コンセプトの授業 課題作品を仕上げ提出

色々便利なツールMelについて 課題作品を仕上げ提出

課題作品を仕上げ提出

キャラクターモデリング

東京コミュニケーションアート専門学校

課題評価試験

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作							

　【使用教科書・教材・参考書】　	



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月16日 実習と講義

2 4月23日 実技

3 4月28日 実技

4 5月12日 実技

5 5月19日 実習と講義

6 5月26日 実技

7 6月2日 実技

8 6月9日 実技

9 6月16日 実習と講義

10 6月23日 実技

11 6月30日 実習と講義

12 7月7日 実技

13 9月1日 実技

14 9月8日 実技

15 9月16日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


鉛筆セット、練り消しゴム､カッター

東京コミュニケーションアート専門学校

コンクール 陰影法のトレーニング

課題評価試験

準備学習　時間外学習

友人像 陰影法のトレーニング

自画像 陰影法のトレーニング

自由課題 陰影法のトレーニング

量感のあるモチーフ・２ 家族や友人をクロッキーしよう

コンクール 身近なものの観察スケッチ

クロッキー（友人） 身近なものの観察スケッチ

遠近法（四角形） 観察スケッチ

遠近法（円柱型） 観察スケッチ

量感のあるモチーフ・１ 人物写真をスケッチしよう

粘土による立体デッサン（靴）・1 図学遠近法についての復習

粘土による立体デッサン・２ 自分の日用品を描いてみよう

黒長靴の描写 自分の日用品を描いてみよう

基本的道具の使用方法
粘土を用立方体を制作後描写

図学遠近法についての復習

教員の略歴
1981武蔵野美術大学大学院造形研究科修了　1982～2003 同大学共通彫塑研究室助手・講師
長年ＴＣＡのデッサン講師を勤める

授業の学習
内容

①観察力を高める
②全ての教科の基礎となる
③自己の眼、五感を通し想像する力を高める
⓸描くことへの先入観や苦手意識を取り省きながら、簡単な形態から徐々に難しいものの描写へと進める

到達目標　
①遠近法をしっかりと理解する
②立体的にモチーフを観察できる
③存在感のあるしっかりとした描写が出来る

評価方法と基準
①各授業ごとの理解度
②前期2回程度のコンクール形式の作品の点数

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員
山崎
荒井授業

形態
実技

総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Bクラス

科目名 デッサンⅠC

必修
選択



１年
平繁雄

様々な企画課題で柔軟な発想を追求するとともに写真・動画表現も学ぶことにより
一人一人が持っているクリエイティブ想像力をさらに高める。

・柔軟な発想ができる

出席率５０％

課題評価５０％

企画と絵コンテ

絵コンテのドローイング

自己ＰＲ企画

「動画」撮影実習

「動画」撮影実習

発想トレーニング

自己ＰＲ企画

絵コンテのドローイング

「動画」撮影実習

「動画」撮影実習

（１回目）

（２回目）

（１回目）

（２回目）

（２回目）

（２回目）

（１回目）

（１回目）

４／１９

４／２６

５／１０

５／１７

５／２４

６／７

６／２１

６／２８

７／５

７／１２

７／１９

９／６

９／１３

９／２７

（１回目）

（２回目）

（３回目）

「動画」撮影実習

「動画」撮影実習

（１回目）

（２回目）

①

③

②

講義

講義と実技

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

映像制作ⅠＡ

映像・CMディレクター。講師としても２５年奉職

・自分のアイデアを効果的な方法で伝えることができる
・幅広い表現ができる

発想トレーニング

発想トレーニング

ドローイング

アイデア準備

〃

〃

〃

〃

〃

〃

絵コンテプラン準備

〃

〃

〃

〃

〃

配布テキスト使用

コンピュータエンターテインメント科昼二1年B
60時間

2

・社会人基礎力として出席率も重視する

未定 試験 課題評価試験



30時間

1単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月14日 講義

3 5月21日 実技

4 5月28日 実技

5 6月4日 実技

6 6月18日 実技

7 6月25日 実技

8 7月2日 実技

9 7月9日 実技

10 7月16日 実技

11 9月3日 実技

12 9月10日 実技

13 9月17日 実技

14 9月24日 実技

15 10月1日 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

Unity基礎科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

Unity基礎１ 基礎の復習

学科・ｺｰｽ ｅエンターテインメント科昼間部二1年Ｃクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

Unityの基本的な使い方、ゲームの組み立て方を学ぶ

到達目標　
３Dゲームの様式の基礎を、ひとりで作りあげられるようになる
なんでもできるUnityではあるが、ゲーム作りに特化したスキルを身につける

担当教員 塚田

ゲームプランナー・ディレクター歴10年以上

評価方法と基準 基本的なUnityの使い方、パッケージライブラリの使い方を理解する

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　


課題評価試験

準備学習　時間外学習

Unity基礎２

Probuilder１

Probuilder2

Terrein

Character Contoller

Audio

設計(MVC、GameLogic)

設計(MVC、GameLogic)

Cinemachine

Postprocessing Stac

Animation＆Animator

NavMesh

uGUI

基礎の復習

ビルダーの復習

ビルダーの復習

設計物の完成・提出

モーション機能の復習



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月13日 講義

3 5月20日 講義

4 5月27日 講義

5 6月3日 講義

6 6月10日 講義

7 6月17日 講義

8 6月24日 講義・実技

9 7月1日 講義・実技

10 7月8日 講義・実技

11 7月15日 講義・実技

12 9月2日 講義・実技

13 9月9日 講義・実技

14 9月16日 講義・実技

15 9月30日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


板書を写すノートと筆記用具

東京コミュニケーションアート専門学校

実制作③ 提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習

実制作の罠 授業内容の復習

実制作① 授業内容の復習

実制作② 授業内容の復習

企画書と仕様書 授業内容の復習

スケジュールについて 授業内容の復習

難易度について 授業内容の復習

ゲームを構成する要素 授業内容の復習

制作スタッフ内訳 授業内容の復習

企画立案と循環 授業内容の復習

プランナーの基本 授業内容の復習

プランナーに必要なもの 授業内容の復習

良いアイデアを出す為に 授業内容の復習

VR体験 授業内容の復習

教員の略歴 チーフディレクター歴25年

授業の学習
内容

毎週2コマありますので1コマ目はプランナーになる為の勉強を座学形式で受けて頂きます。
知識というよりは私の経験則に基づいた「心構え」や「考え方」を重点的に教えます。
2コマ目はアニメを観てディスカッションしたり、プレゼンの練習をしたりして、積極性を育んで頂きます。

難しい事は教えません。肩肘張らずに楽しみながら一緒に学んで行きましょう。

到達目標　 プランナーになる為の心構えを身につけて頂く事です。

評価方法と基準
夏休み後の期末にテストを行います。
問題は10問。板書をノートに取っていれば簡単ですよ。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 土田
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部一　1年Cクラス

科目名 ゲームデザインⅠA

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義・実技

2 4月28日 実技

3 5月12日 講義・実技

4 5月19日 講義・実技

5 5月26日 実技

6 6月2日 実技

7 6月16日 実技

8 6月23日 実技

9 6月30日 実技

10 7月7日 実技

11 7月14日 講義・実技

12 9月1日 講義・実技

13 9月8日 実技

14 9月15日 実技

15 9月22日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


各種ボードゲーム（希望者には貸し出し）、ノンデザイナーズデザインブック

東京コミュニケーションアート専門学校

[書類作成基礎③]
これまで書いた企画書の改良 準備学習：これまで書いた企画書の準備

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作








課題評価試験 全作品提出

[ボードゲーム制作：展示およびプレイ体験]
プレイしてもらいお互いに評価をしあう

時間外学習：夏休みに新しい体験を一つする

[書類作成基礎①]
近接、整列、反復、コントラスト 時間外学習：書類作成練習

[書類作成基礎②]
自己紹介書類作成 準備学習：自己紹介内容検討

[ボードゲーム制作②：複数人対戦SLG（起案）]
オリジナルボードゲームを考える

時間外学習：ボードゲーム制作進行

[ボードゲーム制作②：複数人対戦SLG（制作）]
オリジナルボードゲームを作り上げる

時間外学習：ボードゲーム制作進行

[ボードゲーム制作②：複数人対戦SLG（テストプレイ）]
他の人に遊んでもらい意見を集め改良する

時間外学習：ボードゲーム説明書作成

[ボードゲーム制作①：二人対戦すごろく（起案）]
オリジナルボードゲームを考える

時間外学習：ボードゲーム制作進行

[ボードゲーム制作①：二人対戦すごろく（制作）]
オリジナルボードゲームを作り上げる

時間外学習：ボードゲーム制作進行

[ボードゲーム制作①：二人対戦すごろく（テストプレイ）]
他の人に遊んでもらい意見を集め改良する

時間外学習：ボードゲーム説明書作成

[企画って何？面白いってなに？]
面白いとは何かを体感、理解する②

時間外学習：友人と遊ぶ

[カードゲームのルール作り]
カードゲームのルールを作れるようになる

準備学習：”大富豪””スピード”のルール確認

[ゲーム大会のルール作り]
ゲームの外のルールを追加してより面白くできる

準備学習：ゲーム大会で利用するデジタルゲーム調
査

[企画って何？面白いってなに？]
面白いとは何かを体感、理解する①

時間外学習：友人と遊ぶ

教員の略歴 プランナー、ディレクター歴20年。(株)サクセス事業部長

授業の学習
内容

ゲーム作りとは遊び、楽しさの創造です。
デジタルゲームの作成の前に、”遊び”とは何かを考え身に着ける必要があります。
この講義では既存の遊びを通して、まずは”遊び”とは何か、”楽しい”とは何かを学びます。

ボードゲーム制作を通して、”遊び(ルール)”の創造方法を身に着け、ゲームの製作につなげていきます。
また後半では書類の作成方法を身に着けます。

到達目標　

楽しいとは何かを経験し、理解する事。
ルール作りとはどういうことかを経験し、理解する事。
最終的には、上記の経験、理解のもとに、オリジナルボードゲームを完成。
また作ったオリジナルボードゲームを企画書に落とし込む。

評価方法と基準
１）各授業での課題書類の提出60%
２）ボードゲーム制作40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 河合
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　1年Cクラス

科目名 デザインシンキングⅠB

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月15日 実技

2 4月22日 実技

3 5月13日 実技

4 5月20日 実技

5 5月27日 実技

6 6月3日 実技

7 6月10日 実技

8 6月17日 実技

9 6月24日 実技

10 7月1日 実技

11 7月8日 実技

12 9月2日 実技

13 9月9日 実技

14 9月16日 実技

15 9月30日 試験

学科・ｺｰｽ スーパークリエーター科昼間部一　2年Aクラス

科目名 2DCG制作ⅡB

必修
選択

担当教員 長行事
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

オリエンテーション 残った時間で業界とコンポジットソフトの話

教員の略歴 主に映像のCGデザイナーです。デザイン、3DCG、コンポジットまで行うジェネラリストとして活動してます。

授業の学習
内容

CG業界を目指す学生に、業界標準ツールのAFTER　EFFECTSを使った実践的な映像制作を学習する。ＰＣによるコンポジットソ
フトの実習。

到達目標　
前期は基本的なaftereffectsの操作の習得。後期の後半に映像製作ができるよう基礎固めをし前期は昨年度に習得していない
部分の強化。前期の後半に映像製作ができるよう基礎固めをしましょう。

評価方法と基準 課題50％　講義内容試験50％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題

After effectsのツール強化
グラフ、モーションパス

課題作品を完成させる

After effectsのツール強化 
3Dレイヤーとカメラ。カメラマッチについて

課題作品を完成させる

After effectsのツール強化
エクスプレッションとモーショングラフックス

課題作品を完成させる

After effectsのツール強化
クロマキ素材と合成（後期に実際に撮影実習を目
指します）

課題作品を完成させる

合成映像制作
AE、PSを使ってフォトバッシュ＆映像制作

課題作品を完成させる
合成映像制作 
 
3Ｄレイヤーを使ったアニメーション

課題作品を完成させる

合成映像制作
シェイプマスクを使ったアニメーション

課題作品を完成させる

合成映像制作
グラフエディターとパスアニメーション

課題作品を完成させる

HUD実写合成 テスト
撮影素材にCGを合成。

課題作品を完成させる

HUD実写合成 テスト
撮影素材にCGを合成。

課題作品を完成させる

HUD実写合成 テスト
撮影素材にCGを合成。

HUD実写合成 テスト
撮影素材にCGを合成。

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

HUD実写合成 テスト
撮影素材にCGを合成。

課題作品を完成させる

課題評価試験・作品総評、前期振り返り   

準備学習　時間外学習 予習・復習に毎週１時間以上。（次回スムーズに講義ができるよう、講義外でも心がけてください）









60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義・実技

2 4月28日 実技

3 5月12日 実技

4 5月19日 実技

5 5月26日 実技

6 6月2日 実技

7 6月16日 実技

8 6月23日 実技

9 6月30日 実技

10 7月7日 実技

11 7月14日 実技

12 9月1日 実技

13 9月8日 実技

14 9月15日 実技

15 9月22日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 ゲームプランニングⅡ

必修
選択

担当教員 河合
授業
形態

実技
総時間
（単位）

必修選択 年次 2

[企画書の構成要素]
１年でやった内容の復習

準備学習：一年次の振り返り

教員の略歴 プランナー、ディレクター歴20年。現在株式会社サクセス事業部長

授業の学習
内容

１年生で企画書を構成するすべての要素
アイディアの出し方、ルールの作り方、ゲームのコンセプト、セールスポイント、マーケティング
と、書類作成技術として、情報の整理の仕方、フローチャートを学びました。
２年生では、これら学んだことを使い、企業に提出することを想定した
ポートフォリオに掲載のできる企画書の作成を行います。

到達目標　 ポートフォリオに掲載ができるレベルの企画書を４部作製

評価方法と基準 １）出来上がった企画書　25%＊４部

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

[企画課題①：IPモノ]
アイディア出し

時間外学習：企画書作成

[企画課題①：IPモノ]
全体荒組、前半重要部分作成

時間外学習：企画書作成

[企画課題①：IPモノ]
ブラッシュアップ

時間外学習：企画書作成

[企画課題②：店頭機]
アイディア出し

時間外学習：企画書作成

[企画課題②：店頭機]
全体荒組、前半重要部分作成

時間外学習：企画書作成

[企画課題②：店頭機]
ブラッシュアップ

時間外学習：企画書作成

[企画課題③：イベント]
アイディア出し

時間外学習：企画書作成

[企画課題③：イベント]
全体荒組、前半重要部分作成

時間外学習：企画書作成

[企画課題③：イベント]
ブラッシュアップ

時間外学習：企画書作成

[企画課題④：B2B、ゲーミフィケーション]
アイディア出し

時間外学習：企画書作成

[企画課題④：B2B、ゲーミフィケーション]
全体荒組、前半重要部分作成

時間外学習：企画書作成

[企画課題④：B2B、ゲーミフィケーション]
ブラッシュアップ

時間外学習：企画書作成

企画審査会

準備学習　時間外学習

課題評価試験 全作品提出



90時間

3単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義・実習

2 4月28日 講義・実習

3 5月12日 実技

4 5月19日 実技

5 5月26日 実技

6 6月2日 実技

7 6月9日 実技

8 6月16日 実技

9 6月23日 実技

10 6月30日 実技

11 7月7日 実技

12 7月14日 実技

13 9月1日 実技

14 9月8日 実技

15 9月15日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


Unity 3D/2Dゲーム開発実践入門

最終調整・デバッグ－１ 最終調整・デバッグ

準備学習　時間外学習

最終調整・デバッグ－２
[マスターアップ試験]

最終調整・デバッグ

β版開発－１ β版開発

β版開発－２ β版開発

β版試遊会
[クラス内でのβテスト]

β版開発

α版開発－１ α版開発

α版開発－２ α版開発

α版開発－３
[プレイアブルなゲームの完成]

α版開発

プロトタイプ開発－１
[ゲームクリア(ゲームオーバー)実装]

プロトタイプ開発

プロトタイプ開発－２
[企画に沿った基本機能の実装]

プロトタイプ開発

プロトタイプ開発－３
[最低限必要なすべての機能の実装]

プロトタイプ開発

（企画）レベルデザイン講座
（ PG ）Unity基礎講座－２

（企画）2Dアクションゲームについて調査
( PG )Unity講座－１の復習

企画立案ワークショップ 企画アイデア検討

企画発表/開発開始
[プレイヤー操作部分実装]

企画発表準備

評価方法と基準 １）制作したゲームのクオリティ　100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 （ハンバレク）プランナー歴10年　　（中村）プログラマー歴3年（入社前3年制専門卒）

授業の学習
内容

プランナーとプログラマーがペアを組み、オリジナルの横スクロールアクションゲームを企画・開発します。
プランナーはUnityを用いたレベルデザイン（ステージ設計）を学ぶことができます。
プログラマーは１本のゲームを完成させるために必要なすべての機能を学習します。
完成作品は展示会への出展を行います。

到達目標　 オリジナルゲーム作品の完成、出展。

東京コミュニケーションアート専門学校

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 デザインシンキングⅡ

必修
選択

担当教員
ハンバレク

中村
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

Unity基礎講座－１
[Unityの基本的な操作の習得]



90時間

（　3　）

回数 日程 授業形態

1 4月20日 実技

2 4月27日 実技

3 5月11日 実技

4 5月18日 実技

5 6月1日 実技

6 6月8日 実技

7 6月15日 実技

8 6月22日 実技

9 6月29日 実技

10 7月6日 実技

11 7月13日 実技

12 7月20日 実技

13 9月7日 実技

14 9月14日 実技

15 9月21日 試験

作品完成のち提出

作品完成のち提出

締め切りに合わせて作品制作

ゲームショウブース用のイラストチェック

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

全作品完成のち提出

課題内容の理解からの制作

作品制作

課題評価試験

準備学習　時間外学習

ゲームショウブース用イラスト製作

締め切りに合わせて作品制作

締め切りに合わせて作品制作

締め切りに合わせて作品制作

締め切りに合わせて作品制作

企業からのコメントによる作品修正

作品修正

第二回作品提出

全作品完成のち提出

ゲームショウブース用イラスト製作

キャラクターデザイン

別作品の課題への取り組み

2作品同時制作への取り組み

締め切りまでの作品チェック

第一回作品提出

締め切りに合わせて作品制作

課題内容の理解

教員の略歴 株式会社カプコンでゲームグラフィッカーとして91年から98年まで勤務。現在フリーのゲームイラストレーター

授業の学習
内容

企業から出された課題に対して
作品を完成して提出する。

到達目標　
企業にかかわる事で、仕事に対する自分の絵の価値と
仕事の重要度への理解。

評価方法と基準
絵の完成度（50％）と一枚の絵に対する
取り組み（50％）を基準とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 頼兼
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2年

学科・ｺｰｽ ｅエンターテインメント科昼間部二2年Aクラス

科目名 キャラクターデザイン
必修
選択



60時間

　（　2　）

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と演習

2 5月14日 講義 「演出のねらい」を知る / 過去作品鑑賞

3 5月21日 講義

4 5月28日 講義と実技 企画プランニング 3時間

5 6月4日 実技

6 6月18日 講義と演習 リサーチ 3時間

7 6月25日 講義と実技 台本作成 3時間

8 7月2日 実技

9 7月9日 実技 素材集め 2時間

10 7月16日 実技 編集データ構築　2時間

11 9月10日 講義と演習

12 9月17日 実技

13 9月24日 実技

14 10月1日 講義と演習 作品合評会･反省会

15 調整中 試験

配信技術者の特別指導② (仮) / 生配信実
施

スケジュール作成 2時間

「生配信番組」　構成台本作成

「生配信番組」　送り出し素材の企画構成

「生配信番組」　送り出し素材の企画編集

カメラ、照明技術を知る

配信技術者の特別指導① (仮) / テスト配信

配信技術者の特別講義① (仮)

「生配信番組」　企画制作

「生配信番組」　企画案/制作進行

「生配信番組」　リサーチ / 構成

「生配信番組」　構成台本

東京コミュニケーションアート専門学校

デザインシンキングⅡ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

説明 / 要望ヒアリング / 見極め課題

学科・ｺｰｽ ｅエンターテインメント科昼間部二　2年Aクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

･  「生配信」 (学校の動画CG系コースを紹介する配信番組制作)
　　→ 実際に生配信番組を制作して、プロの生配信の実施方法を実践的に学びま
す。
･ 講義と実習を繰り返して、体験的に学習していきます。

到達目標　

･ 配信ITシステム技術でなく、「実施能力」を育てます。
･ 配信を通してカメラや照明技術を習得し、後期に実施する｢ショームービー / MV」の制作
に活かします。

担当教員 泉 紀行

CM・ブランディング映像･web動画 プランナー/ディレクター/コピーライター

評価方法と基準 評価点(課題評価)50%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　


ビデオカメラ、三脚、照明キット、PC、編集ソフト、配信システム

課題評価試験

準備学習　時間外学習 学生が「自分で考えて行動すること」を基本方針とする



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義と実技 Unityの基本的なオペレーション

2 5月15日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

3 5月22日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

4 5月29日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

5 6月5日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

6 6月19日 講義と実技 エフェクトを組み込んでみよう

7 6月26日 講義と実技 キャラクターを組み込んでみよう

8 7月3日 講義と実技 アニメーションを組み込んでみよう

9 7月10日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

10 7月17日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

11 9月4日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

12 9月11日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

13 9月18日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

14 9月25日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

15 調整中 試験 課題評価試験

Unity2018入門 最新開発環境による簡単3D&2Dゲーム制作 

Unityゲームエフェクト入門

業界で使われているツールです。
Unityの基礎を学びます
Unityは躓きやすい分野ですので楽しくわかりやすく学んでほしいです
ツールを学ぶにあたって必要な知識や作品の作成方法や考え方を伝えます。

eエンターテインメント科昼間部二　2年Bクラス

FCA卒。CGクリエーターとしてゲーム会社に勤務

完成させて提出

東京コミュニケーションアート専門学校

3Dエフェクト制作
（Unityエフェクト）

科目名

必修
選択

必修選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2

学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

　【使用教科書・教材・参考書】　


準備学習　時間外学習

評価方法と基準
課題提出数
自主的な作品の制作

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

到達目標　
ゲームエンジン「Unity」の基本操作を学びそれに付随する必要なツールの知識も身に着ける
ゲーム制作の楽しさや就職に有利なエフェクトについて学んでいく

担当教員 石橋　開



120時間

（4）

回数 日程 授業形態

1 4月17日 講義

2 4月24日 実技

3 5月15日 実技

4 5月22日 実技

5 5月29日 実技

6 6月5日 実技

7 6月12日 実技

8 6月19日 実技

9 6月26日 実技

10 7月3日 実技

11 7月10日 実技

12 9月4日 実技

13 9月11日 実技

14 9月18日 実技

15 9月25日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Bクラス

科目名 3Dモデリング制作

必修
選択

担当教員 吉田操
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択必修 年次 2年

職種の説明と必要なスキルを再確認する 働きたい職種について調べておく

教員の略歴 業界30年　講師歴10年以上

授業の学習
内容

①就職を目指すジャンルを決定し、そのスキルを業界レベルまで上げる
②作品（課題）が完成する為のスケジュール管理を指導

到達目標　

【キャラ・背景モデラー】
Zbrushの習得
Substance Painterの習得
作品をデモリール又はポートフォリオにまとめて就職活動を始められるようにする
【モーション】
人間やクリーチャーなどの動きのポイントを習得
作品をデモリール又はポートフォリオにまとめて就職活動を始められるようにする

評価方法と基準
①作品（デモリール・ポートフォリオ）の内容40%
②出席率40%
③授業態度20%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

課題①：目指す職種に対応した作品制作 Maya・Substance Painter・Zbrushの学習

課題①：目指す職種に対応した作品制作 Maya・Substance Painter・Zbrushの学習

課題①：目指す職種に対応した作品制作 Maya・Substance Painter・Zbrushの学習

課題①：目指す職種に対応した作品制作 Maya・Substance Painter・Zbrushの学習

課題①：目指す職種に対応した作品制作 Maya・Substance Painter・Zbrushの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


Mayaトレーニングブックの他に必要に応じてSubstance Painterや ZBrushの書籍を用意すること。

東京コミュニケーションアート専門学校

課題②：UE4・Unityでアウトプットする作品制作 UE4・Unityの学習

課題評価試験

準備学習　時間外学習



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義・演習

2 4月28日 ↓

3 5月12日 ↓ ↓ ↓

4 5月19日 演　習

5 5月26日 ↓ ↓ ↓

6 6月2日 実　技 文字組演習 フライヤーデザイン制作2 ↓

7 6月16日 ↓ ↓ ↓

8 6月23日 ↓ ↓

9 6月30日 実　技

10 7月7日 実　技

11 7月14日 ↓

12 9月1日 ↓

13 9月8日 ↓

14 9月15日 ↓

15 9月22日 試験

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

↓ ↓

↓ ↓

課題評価試験

ダイジェスト版ポートフォリオ制作 ↓

↓ ↓

↓ ↓

インフォグラフィックCV制作 全作品の画像データ準備

評価方法と基準 ■評価点（課題評価）：100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

文字組演習

↓ 色々なデザインで文字組された印刷物の

文字組演習 フライヤーデザイン制作1 ↓

自身の全作品の収集・準備

教員の略歴 フリーランスグラフィック、WEBデザイナー。講師歴25年

授業の学習
内容

基本的な文字組演習及び前項を踏まえた上でのタイポグラフィーデザイン制作、インフォグラフィックCVの制作、A4/4Pのダイ
ジェスト版ポートフォリオの制作。

到達目標　

We are TCA!に展示可能なポートフォリオの完成を到達目標とする
画面、及び印刷物、プリントによるプレゼンテーションのための画と文字の美しいレイアウト、
所謂「デザイン」の基本的技術を身につけ、前期はA4/4Pのポートフォリオパンフレット
及び履歴書をビジュアル化するインフォグラフィックの完成を目標とする。

担当教員 福永
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Bクラス

科目名 ポートフォリオ制作ⅠB

必修
選択



60時間

2単位

映像デザイナーとして10年

回数 日程 授業形態

1 ###### 講義

2 ###### 講義・演習 高度なAfterEffects１（テキスト）

3 ###### 実技 高度なAfterEffects２（モーション） 完成し、提出できるようにする

4 ###### 講義・演習 高度なAfterEffects３（３Dレイヤー）

5 ###### 実技 高度なAfterEffects４（キャラクターアニメーション） 完成し、提出できるようにする

6 6月2日 講義・実技 ３、Premiere  Proを使った動画編集

7 ###### 講義・演習 ４、ショートリリックVの制作　ワークフロー説明・構想

8 ###### 講義・実技 Vコン・ラフ制作（オフライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

9 ###### 講義・実技 Vコン・ラフ制作（オフライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

10 7月7日 講義 中間発表・講評

11 ###### 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

12 9月1日 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

13 9月8日 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

14 ###### 講義 課題の発表・講評

15 9月29日 試験

準備学習　時間外学習 映像作品やゲームなどを観て、表現方法などを観察

　【使用教科書・教材・参考書】

ノート・筆記用具持参

東京コミュニケーションアート専門学校

課題評価試験

教員の略歴

授業の学習
内容

映像制作における業界標準のコンポジットソフトであるAdobeAfterEffectsを習得し、最終的にポートフォリオに追加する作品を制
作することが目的。
実際の動画制作を通じて、映像のワークフローや考え方を学んでいきます。
またアニメーションとしての演出の押さえどころや、テクニックを教えていけたら良いと思います。

到達目標　
・技術の習得
・一本の動画作品を作ることができる ・自分でコンテンツの内容を考えることができる
・イマジネーションを広げる

評価方法と基準
課題評価100％
評価点は、取り組み方・仕上がりの内容

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オリエンテーション

担当教員
吉川

マッハス
ペシャル授業

形態
実技

総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Bクラス

科目名 モーション映像制作　　

必修
選択

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月19日 講義

2 4月26日 講義と演習 「演出のねらい」を知る

3 5月10日 講義と演習 3D CGの「3点照明」を知る

4 5月17日 演習 「人･モノ･空間の照明」を体験する

5 5月24日 演習 「人･モノ･空間の照明」を体験する

6 5月31日 演習 「人･モノ･空間の照明」を体験する

7 6月7日 講義 「映像制作ワークフロー」を知る

8 6月21日 実技 ワークフロー体験実習① 企画制作 企画プランニング/制作進行 3時間

9 6月28日 実技 ワークフロー体験実習② プリプロ コンテ/スケジュール/香盤表  4時間

10 7月5日 実技 ワークフロー体験実習③ 撮影 ロケハン 2時間

11 7月12日 実技 ワークフロー体験実習④ 撮影 撮影 2時間

12 9月6日 実技 ワークフロー体験実習⑤ 撮影 撮影　2時間

13 9月13日 実技 ワークフロー体験実習⑥ 編集/MA 編集データ構築　2時間

14 9月27日 講義と演習 作品合評会

15 調整中 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

映像制作Ⅱ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2

説明 / 要望ヒアリング / 見極め課題

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

･ 前半「撮影、照明」 → CG制作の基本となる撮影･照明を実写で学びます。
･ 後半「ワークフロー」 → 映像制作に必須なワークフロー(企画、提案、演出、制作)を学び
ます。
･ 講義と実践を繰り返して、体験的に学習していきます。
･ 課題作品あるいは企業プロジェクト作品を制作します。

到達目標　
･ Mayaに活かせる撮影照明技術を習得します。
･ 企業プロジェクトなどの映像制作のワークフローを自ら実践できる総合力を高めます。

担当教員 泉 紀行

CM・ブランディング映像･web動画 プランナー/ディレクター/コピーライター

評価方法と基準
出席率50%
評価点(課題評価)50%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　


ビデオカメラ、三脚、照明キット、PC、編集ソフト

課題評価試験

準備学習　時間外学習 学生が「自分で考えて行動すること」を基本方針とする



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 実技

2 5月14日 実技

3 5月21日 実技

4 5月28日 実技

5 6月4日 実技

6 6月18日 実技

7 6月25日 実技

8 7月2日 実技

9 7月9日 実技

10 7月16日 実技

11 9月3日 実技

12 9月10日 実技

13 9月17日 講義

14 9月24日 実技

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

COMゲームショー準備 授業内容の復習

作品評価・講評

準備学習　時間外学習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショー反省会

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
企画書の作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
ゲーム制作の活動報告書作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
企画書の作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
企画書の作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
企画書の作成

授業内容の復習

ゲームショーに向けての実制作
企画書の作成

授業内容の復習

教員の略歴 ゲームチーフディレクター歴30年

授業の学習
内容

実作業にて企画書を書いて頂きます。
印刷し私に提出して下さい。その場でチェックします。
チェックを通らなかった場合は再提出です。
企画内容の被りもチェックしますので企画書は各自保管しチェック時に全部提出して下さい。

ゲーム制作のサークル活動を行っている場合は、その活動報告書の提出にて代替とみなします。
プランナー2人までなら組んでも構いません。その場合は活動報告書1部で2人分とみなします。

到達目標　
前期中に10部以上が目標です。
週に1以下なので緩いと言えます。

評価方法と基準チェック毎に10点加算し、期末の合計点で成績を決定します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 土田
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 ゲームデザインII

必修
選択



60時間

　（2単位）

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月13日 講義

3 5月20日 講義と演習

4 5月27日 講義と演習

5 6月3日 実技

6 6月10日 実技

7 6月17日 実技

8 6月24日 講義と演習

9 7月1日 実技

10 7月8日 実技

11 7月15日 実技

12 9月2日 講義と演習

13 9月9日 実技

14 9月16日 講義と演習

15 9月30日 試験

コンセプトシートの課題提出準備

コンセプトシートの提出

企画書の提出
企画書作成：自ら作成した企画書を通し、企画立案の
一通りの流れを理解する

コンセプトワーク：自ら作成したレポートを通し、コンセプ
トメイクの一連の流れを理解する

企画書作成導入：企画書作成の方法論を理解する

企画書作成：企画書の大枠を作成する

コンセプトワーク導入：コンセプトワークの方法論を理解
する

コンセプトワーク：レポートの大枠を作成する

コンセプトワーク：レポートをブラッシュアップし、書式に
落とし込む

リサーチ導入：リサーチの方法論を理解する

リサーチ：レポートの大枠を作成する

リサーチレ：ポートをブラッシュアップし、書式に落とし込
む

リサーチシートの課題提出準備

リサーチシートの提出

リサーチ：自ら作成したレポートを通し、リサーチの一連
の流れを理解する

導入③の課題提出

導入①：基本的な企画の流れを理解する

鈴木忠広

導入②：企画事例を読み解くことで企画を知る

導入③：自己紹介を企画に見立て作成することで企画
の大枠を理解する

導入②の課題提出準備

導入②の課題提出

学科・ｺｰｽ ｅエンターテイメント科昼間部二　2年Cクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

企業広報・広告企画・ディレクション・アートディレクションを自社にて14年従事

実技
総時間
（単位）

2年

東京コミュニケーションアート専門学校

ゲーム企画Ⅱ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準
評価は、
①リサーチ（30％）　②コンセプト（30％）　③企画書の作成（30％）
の３段階でそれぞれ提出するレポート内容の完成度と出席（10％）によって決定します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

本講義の目標は、プランナーとしての根幹能力である企画/企画書をつくる能力を養います。
尚、本講義ではゲームの企画そのものではなく、ゲームと関連付けられた異分野の企画を立案してもらいます。
これにより、ゲーム企画以外の視野と経験の獲得を目指します。

到達目標　

以下の3段階に分け、各パート毎に、方法論の説明・実施制作・レポート作成を繰り返し、それぞれの能力を高めます。

①リサーチ：企画対象及び周辺情報のリサーチ、ターゲット分析を行い、分かりやすくまとめる方法論を学びます。
②コンセプト・企画案作成：コンセプトアイデアつくり、そのコンセプトアイデアをロジカルに説明する、記述する方法論を学びま
す。　また、コンセプトアイデアを具体的に企画として詳細につめていく方法論を学びます。
③企画書の作成：①②で作成した内容をまとめ企画書を作成すると共に、企画書の形式を学びます。

　【使用教科書・教材・参考書】　


各段階それぞれの講義用オリジナルスライドを用います。

課題評価試験

準備学習　時間外学習



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月14日 講義・実技

3 5月21日 講義・実技

4 5月28日 講義・実技

5 6月4日 講義・実技

6 6月18日 講義・実技

7 6月25日 講義・実技

8 7月2日 講義・実技

9 7月9日 講義・実技

10 7月16日 講義・実技

11 9月3日 講義・実技

12 9月10日 講義・実技

13 9月17日 講義・実技

14 9月24日 講義・実技

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

実制作 授業内容の復習

課題評価試験

準備学習　時間外学習

実制作 授業内容の復習

実制作 授業内容の復習

実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

参考作品の鑑賞と実制作 授業内容の復習

「脚本制作の基本」 授業内容の復習

教員の略歴 ゲームチーフディレクター歴25年

授業の学習
内容

毎週2コマありますので1コマ目はアニメを観て頂き、私が簡単な解説を入れます。
作品名は「宇宙よりも遠い場所」です。全13話を全て観て頂きます。
2コマ目はグループになってもらい集団でのストーリー作りを体験して頂きます。

到達目標　
ライティングに必要な資料を作成し、それを元に執筆を開始する事です。
尚、この作業は後期には続きませんが、希望される場合はその限りではありません。

評価方法と基準
資料が完成し、少しでもライティングに入っていれば満点です。
それ以下の場合は到達度で評価します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 土田
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 シナリオライティングⅠ

必修
選択



30時間

1単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義

2 5月15日 講義と実技

3 5月22日 講義と実技

4 5月29日 講義と実技

5 6月5日 講義と実技

6 6月19日 講義と実技

7 6月26日 講義と実技

8 7月3日 講義と実技

9 7月10日 講義と実技

10 7月17日 講義と実技

11 9月4日 講義と実技

12 9月11日 講義と実技

13 9月18日 講義と実技

14 9月25日 講義と実技

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 ポートフォリオ制作ⅠB

必修
選択

担当教員 岡智仁
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

教員の略歴 SEGA,Cygames,TAITOなどでゲームの企画、ゲーム開発と運営を担当。企画書、仕様書などの担当が主

授業の学習内容

①実際のエントリーシート(バンナム、Cygamesなど)の記入とチェックバック
②企画書、仕様書、ゲーム分析などポートフォリオに入れるものの制作
③1年次に足りていないエクセルやパワーポイントなどのピンポイント技術の講義
実際に就職で使われているエントリーシートや必要書類に合わせた準備を行う

到達目標　
①実際のエントリーシートを2社以上作成
②仕様書、企画書、ゲーム分析をポートフォリオとして3つ以上は作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル計算式(left)

評価方法と基準 １）提出物100%(出した数とクオリティでチェック)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

行う課題の配布(企画書、ゲーム分析、エントリーシート) 企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル計算式(if,&など基本的なもの)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル計算式(count系の数値)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル計算式(index,matchの数値)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル条件付き書式

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセル計算式(sumif)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
グラフの作り方と見方(前編)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
グラフの作り方と見方(後編)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
ゲーム業界が見ているKPIとは？前編

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
ゲーム業界が見ているKPIとは？後編

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセルの復習(1)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートのチェックバック
エクセルの復習(2)

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

自分の現状を確認させた後、後期の目標をたてる テストの準備

課題評価試験

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作	

　【使用教科書・教材・参考書】　	

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成

企画書,仕様書,分析,エントリーシートの作成



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義・実習

2 5月15日 実技

3 5月22日 実技

4 5月29日 実技

5 6月5日 実技

6 6月19日 実技

7 6月26日 実技

8 7月3日 実技

9 7月10日 実技

10 7月17日 実技

11 9月4日 実技

12 9月11日 実技

13 9月18日 実技

14 9月25日 実技

15 10月2日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

企業プレゼン：自分の考えたゲーム プレゼン準備・練習

企業プレゼンの振り返りと評価試験

準備学習　時間外学習 ゲームの市場調査・ゲームユーザーの動向調査・プレゼン練習等

企業プレゼンのプレゼン資料作成 リサーチ等

企業プレゼンのプレゼン資料作成 リサーチ等

リハーサル プレゼン準備・練習

ペライチ企画（コンセプトシート）・シート作成 リサーチ等

ペライチ企画（コンセプトシート）・シート作成 リサーチ等

企業プレゼン：ペライチ企画 リサーチ等

自分の好きな物のプレゼン リサーチ等

ペライチ企画（コンセプトシート）・アイディア出し リサーチ等

ペライチ企画（コンセプトシート）・内容構成 リサーチ等

自分の好きな物のプレゼン資料作成 リサーチ等

自分の好きな物のプレゼン リサーチ等

自分の好きなゲームのプレゼン資料作成 プレゼン練習

オリエンテーション・自己紹介プレゼン

教員の略歴 ゲームプランナー（5年程度）、ゲームディレクター（15年程度）、ゲームプロデューサー（5年程度）

授業の学習
内容

ゲーム会社にプランナーで応募する際に、作品として必要になるのが「ゲーム企画書」となります。
就職活動に向けて、企業への応募に耐えられるレベルのゲーム企画書を完成することを目標にしています。
企画書作成→発表（FB）→ブラッシュアップを繰り返し、企画書の完成度アップさせていく共にともに、企画書の作成能力を総合
的に上げていきます。また、後期では2回の「企業プレゼン」を設定し、そこに参加することで、企業の人たちの意見を直接聞ける
機会も設けます。

到達目標　

①新規のゲームの企画・立案ができる
②自分の考えたゲームの企画書を作成することができる
　（企画書に必要な要素を押さえた企画書の作成）
③企画書作成に必要となる、ユーザー動向、市場・商品リサーチを行うことができる
④企業プレゼンに参加できる内容・完成度の企画書を、期限内に作成できる
⑤作成した企画書をプレゼンし、第三者に内容を説明、理解させることができる

評価方法と基準

・企画書（途中経過）・課題の提出をきちんと行ったか（20％）
・企業プレゼンへの参加（50％）
　→企業プレゼンを目標にしているので、参加できたかどうかが大きな評価ポイントになります。
・完成した企画書への評価（30％）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 三鴨
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　2年Cクラス

科目名 企画プレゼンテーション

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日

講義・実技
オリエンテーション

CG制作における
プロダクションフローの再確認

2 5月8日
講義・実技
セットアップI

3 5月15日
講義・実技
スキニングI

4 5月22日
講義・実技
スキニングII

5 5月29日
講義・実技
セットアップII-1

6 6月5日
講義・実技
セットアップII-2

7 6月19日
講義・実技
セットアップII-3

8 6月26日
講義・実技
セットアップIII

9 7月3日
講義・実技
アニメーション外伝
エクスプレッションI

10 7月10日

講義・実技
MEL I-1
コマンド実行で起きること
四則演算の説明

11 7月17日

講義・実技
MEL I-2
変数・配列
と代入・アサイン

12 9月4日
講義・実技
MEL I-4
制御文(if/case & for/while)

13 9月11日

講義・実技
MEL I-5
制御文を用いての記述
ネストやスコープ

14 9月18日
講義・実技
MEL II
エクスプレッションII

15 9月25日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Bクラス

科目名 3Dモーション制作II

必修
選択

担当教員
島添聡

Shimazoe
Akira授業

形態
実技

総時間
（単位）

選択 年次 3

講師自己紹介
どんなことをやっていくかの説明/授業の使い方
別の授業で行っている内容の重要さ

学生自己紹介
(主に講師に向かって。名前、やってきたこと、
 やりたいこと、好きなものとか)

チャットワークの整理

教員の略歴
2007年～2012年 株式会社スクウェア・エニックス(セットアップアーティスト)
2012年～2017年 株式会社ジーアールドライブ(取締役副社長)
2017年～現在　　株式会社PointLights for entertainment(代表取締役)

授業の学習
内容

・セットアップに必要な基礎ツールを習得する
・MELの文法を学び、読み書き出来るようになる。

到達目標　
セットアップ及びMELの基礎を習得
社会人基礎力として、出席を重視する。

評価方法と基準
・内容理解度
・復習及び授業進捗への到達度合い
・コミュニケーション能力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

Mayaにおける、最小単位(Node)の再認識と、
Skelton構造制作のためのジョイントの知識
(&使用するツールの知識)を得る

スキニング超基礎
ゼロからのスキニング(ペイントでの方法)

スキニング超基礎　
追加ジョイントとPostでのスキニング方法

動画随時更新中

mayaの代表的なConstraintの説明とConectionの違い
DAG階層の感覚も合わせて。
ロボットアームをセットアップしてみる

動画随時更新中

IKとsplineIKの説明
ロボットアームのIkver

動画随時更新中

UtilityNodeを用いての足っぽいもののセットアップ
(condition/multipleDivide/reverse/etc...)

動画随時更新中

伸びるIKをセットアップ 動画随時更新中

超基礎のエクスプレッションを学ぶ 動画随時更新中

pSphereくらいのコマンド実行と、履歴の見方
コマンドに対してのフラグの説明。

printコマンドを用いて、四則演算の結果を表示してみる。

動画随時更新中

変数・配列の概念を学ぶ(タイプも)
書き方を学ぶ。変数への代入を用いてプリントしてみる。
変数・配列への代入と合わせ
コマンドの戻り値・アサインの概念を伝える。

動画随時更新中

if/case & for/whileの記述を学ぶ 動画随時更新中

for文で繰り返し実行させつつ、条件によって変化をつける。
ネスト&スコープの概念を知る

動画随時更新中

東京コミュニケーションアート専門学校

変数や配列、アサイン及び制御構文をエクスプレッションへ応用と合わ
せ、
出来ない内容を習得。また、Expressionコマンドのオススメ書き方。
複数のオブジェクトを任意の数で任意のオフセットで並べてみよう
また、エクスプレッションを用いて任意のオブジェクトの位置で表示非表
示を出来るようにしてみよう

動画随時更新中

課題評価試験

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　




60時間

（　2　）

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義・実技 クオリティ重視の映像制作課題　準備 進捗具合によって必要であれば自分で進める

3 5月12日 講義・実技 コンテなどアイデア出し 進捗具合によって必要であれば自分で進める

4 5月19日 講義・実技 Vコン・ラフ制作（オフライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

5 5月26日 講義・実技 Vコン・ラフ制作（オフライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

6 6月2日 講義・実技 Vコン・ラフ制作（オフライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

7 6月16日 講義・実技 中間発表・講評

8 6月23日 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

9 6月30日 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

10 7月7日 講義・実技 制作（オンライン） 進捗具合によって必要であれば自分で進める

11 7月14日 講義・実技 課題の発表・講評

12 9月1日 講義・実技 色々な映像表現習得

13 9月8日 講義・実技 色々な映像表現習得

14 9月15日 講義・実技 色々な映像表現習得

15 9月22日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Bクラス

科目名 モーション映像制作Ⅱ　　

必修
選択

担当教員
吉川

マッハス
ペシャル授業

形態
実技

総時間
（単位）

選択 年次 3

課題評価試験

教員の略歴

授業の学習
内容

映像制作における業界標準のコンポジットソフトであるAdobeAfterEffectsを習得し、最終的にポートフォリオに追加する作品を
制作することが目的。
実際の動画制作を通じて、映像のワークフローや考え方を学んでいきます。
またアニメーションとしての演出の押さえどころや、テクニックを教えていけたら良いと思います。

到達目標　
・技術の習得
・一本の動画作品を作ることができる ・自分でコンテンツの内容を考えることができる
・イマジネーションを広げる

評価方法と基準
評価点100％
評価点は、取り組み方・仕上がりの内容

映像デザイナーとして10年

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オリエンテーション

準備学習　時間外学習 映像作品やゲームなどを観て、表現方法などを観察

　【使用教科書・教材・参考書】

ノート・筆記用具持参

東京コミュニケーションアート専門学校

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義

2 5月15日 実技

3 5月22日 実技

4 5月29日 実技

5 6月5日 実技

6 6月19日 実技

7 6月26日 実技

8 7月3日 実技

9 7月10日 実技

10 7月17日 実技

11 9月4日 実技

12 9月11日 実技

13 9月18日 実技

14 9月25日 実技

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Cクラス

科目名 ポートフォリオ制作ⅡA

必修
選択

担当教員 三鴨
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

就職活動状況のヒアリング、アドバイス WeAreTCAに提出したポートフォリオ、自分の作品

教員の略歴 ゲームプランナー（5年程度）、ゲームディレクター（15年程度）、ゲームプロデューサー（5年程度）

授業の学習
内容

・就職活動のポートフォリオのチェック
・履歴書やPRシートの内容確認とアドバイス・就職活動状況の確認、アドバイス
・面接練習（直接、オンライン）
※就職をしない学生は、課題を決めて、その対応の時間に当てる

到達目標　

・就職活動のポートフォリオが企業に提出できるだけのボリュームなおかつ、書類選考の通過できるレベル
・履歴書やPRシートが企業に提出できる完成度
・企業への応募は20社目標
企業の面接までに、２～３回の面接練習をして、企業面接の基本的なやりとりができる。

評価方法と基準

・出席して各々のやる作業を行ったか？（10％）
・履歴書、自己PRシート等の応募書類の完成度（すぐに企業応募できる完成度）20％
・企業へのポートフォリオの完成度（内容、ボリューム、クオリティ）　40％
・企業への応募状況（何社応募したか？）15％
・面接習熟度（学校で行う面接練習に参加し、一定レベルの対応ができる。）15％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ポートフォリオのブラッシュアップ①（5月25日の合同企
業説明会に向けて）

WeAreTCAに提出したポートフォリオ、自分の作品

ポートフォリオのブラッシュアップ②（5月25日の合同企
業説明会に向けて）

WeAreTCAに提出したポートフォリオ、自分の作品

25日の情況のヒアリング、面接練習①-① 履歴書

面接練習①-② 履歴書

面接練習①-③ 履歴書

就職活動状況のヒアリング、アドバイス、ポートフォリオ
チェック ポートフォリオ

面接練習②-① 履歴書、ポートフォリオ

面接練習②-② 履歴書、ポートフォリオ

面接練習②-③ 履歴書、ポートフォリオ

就職活動状況のヒアリング、アドバイス、ポートフォリオ
チェック 履歴書、ポートフォリオ

就職活動状況のヒアリング、アドバイス、ポートフォリオ
チェック 履歴書、ポートフォリオ

就職活動状況のヒアリング、アドバイス、ポートフォリオ
チェック 履歴書、ポートフォリオ

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

就職活動状況のヒアリング、アドバイス、ポートフォリオ
チェック 履歴書、ポートフォリオ

課題評価試験

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作










60時間

2単位

映像デザイナーとして10年

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義 高度な映像制作課題・説明

3 5月11日 講義・実技 課題制作

4 5月18日 講義・実技 課題制作

5 5月25日 講義・実技 課題制作

6 6月1日 講義・実技 課題発表・講評

7 6月8日 講義 高度な映像制作課題②・説明

8 6月15日 講義・演習 企画

9 6月22日 講義・実技 課題制作（Vコン）

10 6月29日 講義・実技 課題制作（Vコン）・チェック

11 7月6日 講義・実技 課題制作 進捗具合によって必要であれば自分で進める

12 7月13日 講義・実技 課題制作 進捗具合によって必要であれば自分で進める

13 9月7日 講義・実技 課題制作 進捗具合によって必要であれば自分で進める

14 9月14日 講義 課題の発表

15 9月28日 試験

進捗具合によって必要であれば自分で進める

進捗具合によって必要であれば自分で進める

準備学習　時間外学習 映像作品やゲームなどを観て、表現方法などを観察

　【使用教科書・教材・参考書】　


ノート・筆記用具持参

東京コミュニケーションアート専門学校

授業の学習
内容

映像・エフェクト制作における業界標準のコンポジットソフトであるAdobeAfterEffectsを習得し、最終的にポートフォリオに追
加する作品を制作することが目的。
ゲーム内に登場するようなエフェクト制作や、ゲームのPV制作を通じて、ソフトの扱い方を教えていきます。
またアニメーションとしての演出の押さえどころや、テクニックを教えていけたら良いと思います。

到達目標　
・技術の習得
・動くもの（映像）としての演出表現の幅を広げる
・イマジネーションを広げる

課題評価試験

進捗具合によって必要であれば自分で進める

進捗具合によって必要であれば自分で進める

進捗具合によって必要であれば自分で進める

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オリエンテーション

進捗具合によって必要であれば自分で進める

評価方法と基準
出席率50％　評価点50％
評価点は、取り組み方・仕上がりの内容

担当教員
吉川

マッハス
ペシャル授業

形態
実技

総時間
（単位）学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Aクラス

科目名 2DCG制作Ⅲ（アフターエフェクト）　　

必修
選択

選択 年次 3

教員の略歴



60時間

　（　2　）

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と演習

2 5月14日 講義 「演出のねらい」を知る / 過去作品鑑賞

3 5月21日 講義

4 5月28日 講義と実技 企画プランニング 3時間

5 6月4日 実技

6 6月18日 講義と演習 リサーチ 3時間

7 6月25日 講義と実技 台本作成 3時間

8 7月2日 実技

9 7月9日 実技 素材集め 2時間

10 7月16日 実技 編集データ構築　2時間

11 9月10日 講義と演習

12 9月17日 実技

13 9月24日 実技

14 10月1日 講義と演習 作品合評会･反省会

15 調整中 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


ビデオカメラ、三脚、照明キット、PC、編集ソフト、配信システム

課題評価試験

準備学習　時間外学習 学生が「自分で考えて行動すること」を基本方針とする

評価方法と基準 評価点(課題評価)50%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

･  「生配信」 (学校の動画CG系コースを紹介する配信番組制作)
　　→ 実際に生配信番組を制作して、プロの生配信の実施方法を実践的に学びま
す。
･ 講義と実習を繰り返して、体験的に学習していきます。

到達目標　

･ 配信ITシステム技術でなく、「実施能力」を育てます。
･ 配信を通してカメラや照明技術を習得し、後期に実施する｢ショームービー / MV」の制作
に活かします。

担当教員 泉 紀行

CM・ブランディング映像･web動画 プランナー/ディレクター/コピーライター

東京コミュニケーションアート専門学校

デザインシンキングⅢ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

説明 / 要望ヒアリング / 見極め課題

学科・ｺｰｽ ｅエンターテインメント科昼間部二　3年Aクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

配信技術者の特別講義① (仮)

「生配信番組」　企画制作

「生配信番組」　企画案/制作進行

「生配信番組」　リサーチ / 構成

「生配信番組」　構成台本

配信技術者の特別指導② (仮) / 生配信実
施

スケジュール作成 2時間

「生配信番組」　構成台本作成

「生配信番組」　送り出し素材の企画構成

「生配信番組」　送り出し素材の企画編集

カメラ、照明技術を知る

配信技術者の特別指導① (仮) / テスト配信



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月16日 実技

2 4月23日 実技

3 5月14日 実技

4 5月21日 実技

5 5月28日 実技

6 6月4日 実技

7 6月11日 実技

8 6月18日 実技

9 6月25日 実技

10 7月2日 実技

11 7月9日 実技

12 7月16日 実技

13 9月3日 実技

14 9月10日 実技

15 9月17日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 予習・復習に毎週１時間以上。（次回スムーズに講義ができるよう、講義外でも心がけてください）







デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　   修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　     修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　  修正指摘箇所を次回修正して提出

必要な素材をとにかくレンダリング       

集まった素材を編集。完成度はまだ問わない  

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

前期の各自計画表、ロードマップ制作      

教員の略歴 主に映像のCGデザイナーです。デザイン、3DCG、コンポジットまで行うジェネラリストとして活動してます。

授業の学習
内容

CG業界を目指す学生に、就職活動用showreel、ポートフォリオを制作

到達目標　 就職活動用デモリール制作の完成。After effectsを使って制作した作品の映像編集。面談、作品チェックを行い志望

評価方法と基準 課題100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題

担当教員 長行事
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Aクラス

科目名 ポートフォリオ制作ⅡB

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義と実技 Unityの基本的なオペレーション

2 5月15日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

3 5月22日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

4 5月29日 講義と実技 弾転がしを作成してみよう

5 6月5日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

6 6月19日 講義と実技 エフェクトを組み込んでみよう

7 6月26日 講義と実技 キャラクターを組み込んでみよう

8 7月3日 講義と実技 アニメーションを組み込んでみよう

9 7月10日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

10 7月17日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

11 9月4日 講義と実技 Unityでゲームを作成してみよう

12 9月11日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

13 9月18日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

14 9月25日 講義と実技 エフェクトを作成してみよう

15 調整中 試験 課題評価試験

Unity2018入門 最新開発環境による簡単3D&2Dゲーム制作 

Unityゲームエフェクト入門

到達目標　
ゲームエンジン「Unity」の基本操作を学びそれに付随する必要なツールの知識も身に着ける
ゲーム制作の楽しさや就職に有利なエフェクトについて学んでいく

担当教員 石橋　開

準備学習　時間外学習

評価方法と基準
課題提出数
自主的な作品の制作

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

完成させて提出

東京コミュニケーションアート専門学校

3Dエフェクト制作
（Unityエフェクト）

科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3

学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

　【使用教科書・教材・参考書】　


業界で使われているツールです。
Unityの基礎を学びます
Unityは躓きやすい分野ですので楽しくわかりやすく学んでほしいです
ツールを学ぶにあたって必要な知識や作品の作成方法や考え方を伝えます。

eエンターテインメント科昼間部二　3年Bクラス

FCA卒。CGクリエーターとしてゲーム会社に勤務

完成させて提出



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月16日 実技

2 4月23日 実技

3 5月14日 実技

4 5月21日 実技

5 5月28日 実技

6 6月4日 実技

7 6月11日 実技

8 6月18日 実技

9 6月25日 実技

10 7月2日 実技

11 7月9日 実技

12 7月16日 実技

13 9月3日 実技

14 9月10日 実技

15 9月17日 試験

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Bクラス

科目名 ポートフォリオ制作ⅡB

必修
選択

担当教員 長行事
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

前期の各自計画表、ロードマップ制作      

教員の略歴 主に映像のCGデザイナーです。デザイン、3DCG、コンポジットまで行うジェネラリストとして活動してます。

授業の学習
内容

CG業界を目指す学生に、就職活動用showreel、ポートフォリオを制作

到達目標　 就職活動用デモリール制作の完成。After effectsを使って制作した作品の映像編集。面談、作品チェックを行い志望

評価方法と基準 課題100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題

必要な素材をとにかくレンダリング       

集まった素材を編集。完成度はまだ問わない  

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　  修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　   修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　     修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

デモリール制作/素材制作　 修正指摘箇所を次回修正して提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 予習・復習に毎週１時間以上。（次回スムーズに講義ができるよう、講義外でも心がけてください）









60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月18日 実技

2 4月25日 実技

3 5月9日 実技

4 5月16日 実技

5 5月23日 実技

6 5月30日 実技

7 6月6日 実技

8 6月13日 実技

9 6月20日 実技

10 6月27日 実技

11 7月4日 実技

12 7月11日 実技

13 9月5日 実技

14 9月12日 実技

15 9月19日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作








課題評価試験

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動

評価方法と基準 １）ポートフォリオの完成度　１００％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 プランナー、ディレクター歴20年。現在株式会社サクセス事業部長

授業の学習
内容

ポートフォリオを中心として就職対策を行います。
企画書が足りない場合は、こちらで企画のテーマを決めて企画書の作成
ポートフォリオとしての体裁が整っていない場合は、ポートフォリオの修正
履歴書の志望動機ができていない場合は、志望動機の作成
を行います。

就職活動が終了した場合、後期で予定している、卒業制作または卒業論文を先行して進めます

到達目標　 就職

東京コミュニケーションアート専門学校

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Cクラス

科目名 ゲーム企画Ⅲ

必修
選択

担当教員 河合
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

ポートフォリオ作成個別対応 時間外学習：就職活動



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義

2 5月15日 実技

3 5月22日 実技

4 5月29日 実技

5 6月5日 実技

6 6月19日 実技

7 6月26日 実技

8 7月3日 実技

9 7月10日 実技

10 7月17日 実技

11 9月4日 実技

12 9月11日 実技

13 9月18日 実技

14 9月25日 実技

15 10月2日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


東京コミュニケーションアート専門学校

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

課題評価試験

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作








企業チェック

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

進行チェック（個人、グループごとにヒアリングを行いま
す。）

課題の進捗報告、スケジュール表への記入

企画確認（チェック）

課題のスケジュール作成

スケジュールに沿って開発開始

オリエンテーション課題内容の決定、企画書作成

教員の略歴 ゲームプランナー（5年程度）、ゲームディレクター（15年程度）、ゲームプロデューサー（5年程度）

授業の学習
内容

個人、もしくは少人数（２～３人）でのゲーム開発を行います。最初に前期で開発する内容を決定。
①制作内容を企画書にまとめる
②スケジュール表を作成する
③スケジュールに沿っての開発を行い、授業内で進行やクオリティチェックを行う

到達目標　

・自らの課題を決定し、企画書に内容をまとめることができる
・自らの作業のスケジュールを決定し、スケジュール表を作成、それにそって、開発を進めることができる
・スケジュール表を元にした進捗報告
・課題の完成度（当初、予定した内容にどれだけ達成できたか？）（20％）

評価方法と基準

・出席して課題に取り組んだか？（20％）※ゲームや動画を見るなどして時間を潰すのはNG
・毎回の課題提出（30％）
・課題の企画内容（10％）
・課題の完成度（当初、予定した内容にどれだけ達成できたか？）（40％）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 三鴨
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3年

学科・ｺｰｽ eエンターテインメント科昼間部二　3年Cクラス

科目名 ゲーム制作ⅢB

必修
選択
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