
60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義と演習

2 4月27日 講義と実技

3 5月11日 講義と演習 話の構成講義、キャラ表と4Pネーム開始

4 5月18日 講義と実技 キャラ絵ブラッシュアップ、4ページマンガ下描き

5 6月1日 講義と実技 演出基本講義、下書き完成

6 6月8日 講義と実技 演出①(見せ方、間)、4ページマンガ制作

7 6月15日 講義と実技 演出②(間、背景など)4ページマンガ完成

8 6月22日 講義と実技 キャラ絵ブラッシュアップ、夏休みプロット、キャラ作り

9 6月29日 講義と演習 ネーム、キャラ個人制作指導

10 7月6日 講義と演習 コマの流れの講義・ネーム個人制作指導

11 7月13日 講義と演習 ネーム完成、個人指導

12 7月20日 講義と演習 キャラ表、下書き、構図個人指導

13 9月7日 講義と実技 「EXTRA」制作

14 9月14日 講義と実技 「EXTRA」制作

15 9月21日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Bクラス

科目名 デザインベーシックⅠB　

必修
選択

担当教員 中村直美
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1年

道具の使い方、ペン入れ、雑誌傾向講義、キャラ描く 商業マンガのネーム１話分鉛筆で模写して来る

教員の略歴 集英社「マーガレット」デビュー。小学館「sho-comi」、Bbmfマガジンにて連載、単行本化。双葉社にて青年誌掲載。

授業の学習
内容

①プロになるための作品をクオリティを上げながら一本ずつ描き上げられるようになる
②アシスタントテクニック、デジタル、キャラクターデッサンと連携
③作画のレベルアップ、魅力的なキャラ作り、エンターテイメントを意識した話作りを身に着けながらオリジナリティを育てる

到達目標　

①具体的にデビューする為に何をすれば良いのかを知る(マーケティング）
②作画の基礎を学び画力、作画のクオリティを上げる
③読者が楽しめるキャラや企画、話作りを学びながらオリジナリティを育て形に出来るようになる
④演出(ジャンル別カメラワーク・構図の工夫)を意識したネームが描けるようになる

評価方法と基準 課題提出数20％、課題評価点数20%、準備学習20%、時間外学習の評価20%、金の卵展作品評価20%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

夏休みの間に一本仕上げて来る、「EXTRA」アイデア

プロット、キャラ表、見開きネームの描き方講義、実習 「告白」をテーマに4Pプロット、キャラ表を描いてくる

ネーム提出

下描き完成※5月25日合同企業説明会の為休み

ペン入れ開始～完成

ペン入れ完成

4ページマンガ完成、新作プロット

キャラ表、ネーム制作

印象に残ったセリフ(マンガ、ドラマ、映画）書き出して来
る①

ネーム

ネーム完成

　【使用教科書・教材・参考書】　


プリント、単行本、雑誌、制作に必要な道具一式

東京コミュニケーションアート専門学校

キャラ表、ネーム制作

「EXTRA」ネーム完成

課題評価試験 「EXTRA」制作

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20日 講義と実技

2 4月27日 講義と実技

3 5月11日 講義と実技

4 5月18日 講義と実技

5 6月1日 講義と実技

6 6月8日 講義と実技

7 6月15日 講義と実技

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 試験

12 7月20日 講義と実技

13 9月7日 講義と実技

14 9月14日 講義と実技

15 9月21日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Aクラス

科目名 イラストレーションⅠA

必修
選択

担当教員 井上　岳
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 1

オリエンテーション／顔の描き方がわかる 復習／資料準備

教員の略歴 東京造形大学卒。アニメ背景美術、SP企画ディレクター・デザイナー、映像デザイナー、ディレクター、プロデューサー

授業の学習
内容

他授業ではデッサン力やソフトのオペレーションなど個別の要素を学び、
この授業で実際にイラストに活かす実践を行っていきます。
イラストの基礎の学習とともに、ラフ、線画、彩色、仕上げとプロセスを繰り返し学び、完成させる力を養います。
また学内コンテストや冊子用のイラスト制作、後期は産学連携の制作を行います。
※ 後期は上記内容に加え、ポートフォリオ（作品集）の作成を行います。

到達目標　

・キャラクターイラストの基礎を理解できるようになる
・イラストの線画を制作できるようになる
・イラストの彩色ができるようになる
・イラストのカラー模写ができるようになる
・「魅力的なイラスト」を完成させられるようになる

評価方法と基準
課題評価点数　※授業態度が不真面目な場合は減点対象
※ 達成レベルの目安：提出物を総合的に判断し講評にて本人に口頭で通知
※ 準備学習、時間外学習が著しく不足している場合には減点対象

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

体のバランスと頭身がわかる 復習

イラストのラフを描ける イラストラフ3枚制作

金の卵展イラスト①  線画 課題制作

金の卵展イラスト② 彩色 課題制作

金の卵展イラスト③ 仕上げ 課題制作

煽りと俯瞰を描ける 復習

パースの基本がわかる 復習

模写を描ける① 線画 課題制作

模写を描ける② 彩色 課題制作

模写を描ける③ 講評 イラストラフ3枚制作

EXTRAイラスト制作① 線画 課題制作

EXTRAイラスト制作② 彩色 課題制作

　【使用教科書・教材・参考書】　


プリントおよびデータにて配布

東京コミュニケーションアート専門学校

EXTRAイラスト制作③ 仕上げ 全ての課題を提出

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　　）

月刊デビュ ー副編集長を 経て独立。 エディ タ ー、 パプリ ッ ク プロデユーサー

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・実技

2 4月27日 講義・実技 調査と企画基礎2 インタビューの基礎 調査対象の選択とレポート

3 5月11日 実技 原稿制作課題制作

4 5月18日 実技 復習

5 6月1日 講義・実技 復習

6 6月8日 講義・実技 復習

7 6月15日 講義・実技 復習

8 6月22日 講義・実技 復習

9 6月29日 講義 体験レポート

10 7月6日 講義 復習

11 7月13日 講義・実技 調査レポート

12 7月20日 講義・実技 調査レポート

13 9月7日 実技 調査レポート

14 9月14日 実技 復習

15 9月21日 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

取材ポイントと表現力4　伝える文章

企画書と依頼書1　依頼の仕方

企画書と依頼書2　電話とメール

企画書と依頼書3　取材依頼と連絡先確認

取材依頼の実践1

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】　


授業の学習
内容

この授業では個々人の表現能力の向上を図る為に、調査や体験等から問題解決能力や新たな発想を育てます。実際的直接
取材という手法のアクテイブラーニングにより社会との基礎的なコミュニケーション力を養います。
ここでは実際に取材という体験にチャレンジして、『生きた』リアルな情報を得ます。それを「言葉」や「形」という表現を通して可
視化していきます。まず重要なのはモノの「見方」です。そして想像力を働かせて、じっくり「聴く」ことに集中します。そうして丹
念に「言葉」を編んでゆきます。編んだ「言葉」は次に「伝える」ために PCスキルを駆使し、を本という「形」にして行きます。

到達目標　

調査や体験から得た原稿を具体的な表現物として可視化します。それを達成することで個々人の原稿クオリティーの向上はも
ちろん表現能力の向上を目標とします。
個々の持つ「コミュニケーションの力」を引き出し、「伝えること」「伝わること」の重要性を考えながら「表現力」と「想像力」とそし
て他者と「コミュニケーション」から「人間力」を養うことが目標です。

印刷博物館・印刷体験

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・調査と企画基礎1

調査と企画基礎3　クラス内実施

調査と企画基礎4　クラス内実施

「直接取材」と「間接取材」

取材ポイントと表現力1　　質問力とは

取材ポイントと表現力2　聞くと聴く

取材ポイントと表現力3　文章力とは

評価方法と基準 課題評価100パーセント

担当教員 遠藤たか
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 アイデアテクニック

必修
選択

選択 年次 1

教員の略歴



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義・演習

2 5月15日 講義・演習

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 小テスト・講義・演習

7 6月26日 講義・演習

8 7月3日 実技

9 7月10日 実技

10 7月17日 小テスト・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・講義

東京コミュニケーションアート専門学校

クリエイティブワークⅠB科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

〇授業の説明●グループをつくるための議論①
●グループをつくるための議論②●グループ決定

●ニュースレポート
●キャラクターアイデア❶(練習課題)

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Aクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

クリエイティブな仕事をするためには、他者の意見を取り入れたり、自分の考えを明確に伝えることが必要になりま
す。いくら絵が上手くなっても、それを活かせないと意味がありません。コミュニケーションだけではなく、コンセンサス
を図れるようになるための授業です。
この授業は全ての科目と関係します。そしてフリーランスは、もちろん。ゲーム会社やデザインの会社などの職に従事
するために必要です。
他者と意見を交わし、自ら問題を発見し、仲間で解決できるようになってもらいます。
授業はアクティブラーニング(グループ授業)方式です。具体的な内容としては、グループの話し合いでマスコットキャラ
クターづくりのコンセプトを決め、キャラクターを考え、分担作業で企画書をつくりとプレゼンテーションをやります。

到達目標　

仲間とのコンセンサス(意見や考えの一致・合意)をとれるようになる。
マーケティングのことや、コンセプトの作り方を覚える。
グループでひとつの企画書をつくり、うまく伝えるためのプレゼンテーションができる。
グループ内での自分のポジションを見つけることができる。
社会や企業の仕掛けを知り、自分の進むべき方向性を見つけられる。

担当教員 松前憲二

グラフィックデザイナー、イラストレーター、キャラクターデザイナー、アートディレクター、クリエイティブディレクター
企画デザインとキャラクター制作の会社を経営

評価方法と基準

①グループでつくる企画書40%   ②グループのまとまり15%   ③グループでプレゼンテーション15% 
 
④個人の小テスト15%　　⑤個人のレポート15%
企画内容を一番に重視し、グループのまとまりと進行状況でコンセンサスが図れているか判断します。
プレゼンテーションは分かりやすさを重視します。
小テストは個人的に授業で話す内容を理解しているかを判断し、レポートは社会の理解を深めているか確認するとと
もに、プレゼンテーションの練習課題とも考えています。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　


●課題評価試験
●プレゼンテーション反省会

準備学習　時間外学習 ●新商品などのニュースのレポートと、キャラクターアイデアスケッチを毎週提出。

●ニュースレポート(ニュースの発表の準備)
●団体企画キャラクターアイデア

同上

〇ターゲットのことがわかる。
❹団体の特徴を見つける。

〇キャラクターのことがわかる。
❶グループ名などを決める
❷マスコットキャラクターを持ってない団体を探す。

●ニュースレポート
●キャラクターアイデア❷(練習課題)

〇マーケティングのことがわかる。
❸団体を決める。→団体のことを調べる。

●ニュースレポート
●キャラクターアイデア❸(練習課題)

●ニュースレポート
●キャラクターアイデア❹(練習課題)

プレゼン準備

●プレゼンテーション

〇B2C、B2Bのことがわかる。
❺マスコットキャラクターをつくる理由を考える。

〇小テスト(これまでの授業理解の確認)
○キャラクターづくりのポイント
❻マスコットキャラクターを考える。

〇メディアのことがわかる。
❼展開を考える。

〇企画書のことがわかる。
❽キャラクターの仲間をつくる。❾企画書をつくる。

〇小テスト(これまでの授業理解の確認)
❿キャラクター、企画書、プレゼンの準備と確認

❿キャラクター、企画書、プレゼンの準備と確認 同上

●企画書提出

同上

●ニュースレポート
●分業/作画・展開・企画文章

同上

同上

❿キャラクター、企画書、プレゼンの準備と確認 同上

〇プレゼンテーションのことがわかる。
❾プレゼンテーション用の流れをつくる。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義・実技

2 5月14日 実技

3 5月21日 講義・実技

4 5月28日 実技

5 6月4日 講義・実技

6 6月18日 実技

7 6月25日 講義・実技

8 7月2日 実技

9 7月9日 講義・実技

10 7月16日 実技

11 9月3日 講義・実技

12 9月10日 実技

13 9月17日 講義・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

　【使用教科書・教材・参考書】プリント・データにて配布。筆記具・メモ・USBメモリなど指定のものを必ず用意し持ってくること。
データについてはクラウドサービスなどで、各自でバックアップを随時必ず取っておくこと。

課題チェック・指導 課題提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習

キャラ同士の絡みを描く
複雑な構造の絵も構造を把握しながら描けるようにな
る

課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

課題未定
（これまでで平均的に習得できていないものを強化） 課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

手や足を描く
構造を理解し、イラストとして再構成できるようになる。 課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

髪型を描く　男女の髪型
髪の流れを理解して描くことが出来るようになる。 課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

キャラの描き分け　性別・年齢・体形
特徴を理解して表現することが出来るようになる。 課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

色々な角度の顔を描く
顔を立体的にとらえて描くことができるようになる。 課題提出可能な状態にする

課題チェック・指導 課題提出

正面の顔を描く
アタリをとって正確に描くことができるようになる。 課題提出可能な状態にする

教員の略歴 武蔵大学人文学部卒　漫画家

授業の学習
内容

コミックイラストの基本である、人体を中心とした基礎のイラストデッサンを学ぶ。
（人体描写を中心とした内容、キャラクターの描き分け・人体バランス・初歩的なパースなど）
イラスト的レイアウトや漫画的レイアウトを研究し、イラスト表現と漫画表現の初歩を学ぶ。

到達目標　

・イラストの基礎を学び、自己のキャラクターや世界観、イメージを表現できるようになる。
・講義や課題を通じて、人体のバランスやパースを理解する。
・イラスト表現や漫画表現の初歩を学ぶことで、より表現力の豊かなイラストレーターになる。
・イラストの表現力や知識を身につけ、絵を描く楽しさを一段深いものにしていく。

評価方法と基準
１）出席率　50％
２）課題提出率と課題評価　50％
課題未提出の場合は評価,不能となりますので、遅れても必ず提出するようにしてください。

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
佐藤弘

幸授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Aクラス

科目名 コミックイラスト制作ⅠA

必修
選択



60時間

2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 講義と実技

4 5月18日 講義と実技

5 6月1日 講義と実技

6 6月8日 講義と実技

7 6月15日 講義と実技

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 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

　【使用教科書・教材・参考書】　テキスト・課題データ

東京コミュニケーションアート専門学校

Illustrator / Photoshop 
演習課題キャラクターと背景を制作できる。

Illustrator / Photoshop 
演習課題キャラクターと背景を制作できる。

課題評価試験

準備学習　時間外学習 ツールや操作の確認・復習

Illustrator / Photoshop 
演習課題キャラクターと背景を制作できる。

Illustrator基礎1
図形の制作、変形ができる。 Lesson課題 : 図形

Illustrator基礎2
ペンツールを扱える。 Lesson課題 : パス

Illustrator基礎3
パスの制作、加工ができる。 Lesson課題 : パス

Illustrator基礎4
文字の入力、デザインができる。 Lesson課題 : パス

Illustrator / Photoshop 
演習課題名刺を制作できる。

Illustrator / Photoshop 
演習課題名刺を制作できる。

Photoshop基礎4
画像の合成ができる。

評価方法と基準 出席率、授業態度、提出課題の完成度、提出期限の厳守 etc.

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デジタルアートワーク基礎
デジタルアートワークに必要な基礎知識の習得。

Photoshop基礎1
描画系ツールを扱える。

Photoshop基礎2
画像の選択ができる。 Lesson課題 : 画像の選択

Photoshop基礎3
画像補正ができる。 Lesson課題 : 画像補正

教員の略歴 イラストプロダクションを経て2000年よりフリーランス。

授業の学習
内容

Adobe Illustrator」・「Adobe Photoshop」を使用し、機能や技術を学ぶ。応用課題や復習課題に取り組むことで
確かなデザイン力を身につける。後半には応用演習課題としてPhotoshopとIllustratorで制作する名刺や、
作品制作など実務的な課題に取り組む事でコンピューターを使用したラフから仕上げまでの技術を習得する。

到達目標　 １年を通じて、コンピューターを使用した作品制作やPRの為に必要なデザインなど実践に生かせる技術を身につける。

担当教員 山本周司
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Aクラス

科目名 コミックイラスト制作ⅠB

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 講義・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 講義・実技

6 6月2日 講義・実技

7 6月16日 講義・実技

8 6月23日 講義・実技

9 6月30日 講義・実技

10 7月7日 講義・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 講義・実技

14 9月15日 講義・実技

15 9月22日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　プリント・データにて配布。その他に授業で必要なものはあらかじめ準備しておくこと

Googleドライブなども利用しながら、各自で必ずデータのバックアップを取っておきましょう。USBメモリは非推奨。

東京コミュニケーションアート専門学校

良い配色でイラスト制作ができる2/制作 課題制作

良い配色でイラスト制作ができる３/講評

課題評価試験

準備学習　時間外学習 ツールや操作の確認・復習

課題制作

良い配色でイラスト制作ができる１/課題提示

顔の部品構築をし、バランスよく配置ができる 復習/資料準備

CLIP STUDIO PAINT/肌・髪・瞳の塗りができる 復習/提出

CLIP STUDIO PAINT/画像の加工ができる 復習

課題制作/提出

よいレイアウトのイラストが描ける１/課題提示 復習

よいレイアウトのイラストが描ける２/制作 課題制作

よいレイアウトのイラストが描ける３/講評

CLIP STUDIO PAINT/便利な機能を使いこなせる

評価方法と基準
成績については、出席率に課題提出率・課題評価・授業態度の総合評価。
課題が未提出の場合は評価不能となりますので、遅れても必ず提出するようにしてください。

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/スケッチ、模写ができる 復習/提出

復習

復習CLIP STUDIO PAINT/基本操作ができる

CLIP STUDIO PAINT/線画を描ける 復習

CLIP STUDIO PAINT/塗りができる 復習

教員の略歴
明治大学法学部卒。イラストレーターとして活動する傍ら、講師業も兼任。
仕事歴に書籍イラスト、カード、ゲームキャラクターデザイン、ライトノベル、児童図書挿絵など。

授業の学習
内容

デジタルイラストの基本からCLIP STUDIO PAINTを使用したデジタル作画の基礎を学ぶ。
授業講義や課題制作を通じて、イラストの表現や知識を深めていくことを目的とします。

到達目標　
・線画描写、模写ができるようになる 
・アナログからデジタル機材・ソフトを使用した作品制作が出来るようになる 
・基礎的な構図や配色の理論を学び、作品制作に活かせるようになる

担当教員 佐藤弘幸
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Aクラス

科目名 コンピュータベーシックⅠA

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月16日 講義と 実技

2 4月23日 講義と 実技

3 5月7日 講義と 実技

4 5月14日 講義と 実技

5 5月21日 講義と 実技

6 5月28日 講義と 実技

7 6月4日 講義と 実技

8 6月11日 講義と 実技

9 6月18日 講義と 実技

10 6月25日 講義と 実技

11 7月2日 講義と 実技

12 7月9日 講義と 実技

13 9月3日 講義と 実技

14 9月10日 講義

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

 前期のまとめ／13項目を復習して理解を深め これまでのテキストをファイリングしてくる

課題評価試験

準備学習　時間外学習

 服のシワを描く／シワの発生のメカニズムの理 授業の復習

 動物を描く1／人間と四つ脚動物の骨格の共  授業の復習

 動物を描く2／人間と鳥の骨格の共通点  授業の復習

 全身を描く4／日常動作・走りポーズ  授業の復習

 全身を描く5／ジャンプポーズ・アングルの意識 授業の復習

 手・足を描く／箸を持つ手を自撮りして描く　他 授業の復習

 全身を描く1／男女のプロポーションの基本  授業の復習

 全身を描く2／自然な立ちポーズ  授業の復習

 全身を描く3／日常動作・歩きポーズ  授業の復習

 頭部を 描く 2／男女・ 年齢の描き 分け  授業の復習

 頭部を描く3／男女・年齢・表情の描き分け  授業の復習

 頭部を描く4／アオリ顔とフカン顔  授業の復習

 頭部を描く1／構造線を 目安にパーツを 配置する 授業の復習

教員の略歴
東京芸大卒。博報堂で17年間デザイナーとして勤務。｢週刊モーニング｣で漫画家デビュー。
’18年『ラーメン食いてぇ！』実写映画化

授業の学習
内容

1.魅力的なキャラクターを創作するために、人体の基本デッサンの学習をする。
2.科目「デッサン」の授業で培った描写力を、マンガキャラクターに落とし込むポイントを学習する。
3.小手先の技術ではなく、のちに応用の効く基礎力を身に付ける授業。

到達目標　
1.日常動作から大胆なアクションまで、様々なポーズのキャラクターが描けるようになる。
2.マンガ作品の中で、適切なアングルとショットの組み合わせでキャラクターを描けるようになる。

3.マンガの文法を習得し、読者がノンストレスで読めるマンガを描けるようになる。

評価方法と基準 課題100%  評価の基準は、器用・不器用を問わず、課題の意図を理解して真面目に取り組んでいるかどうか。

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 林 明輝
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Bクラス

科目名 デザインシンキングⅠA

必修
選択

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義　実技

2 5月13日 講義　実技

3 5月20日 講義　実技

4 5月27日 講義　実技

5 6月3日 講義　実技

6 6月10日 講義　実技

7 6月17日 講義　実技

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】　　配するプリント

東京コミュニケーションアート専門学校

総復習2
指示に従って原稿の仕上げができる デジタルで絵とトーン、効果線の練習

試験と採点（互いの作業を確認）

準備学習　時間外学習

CSP　デコレーションブラシ デジタルで絵とトーン、効果線の練習

試験と採点（互いの作業を確認） デジタルで絵とトーン、効果線の練習

総復習1
指示に従って原稿の仕上げができる デジタルで絵とトーン、効果線の練習

手描きした原稿をスキャン
→2値化の手順を覚える デジタルで絵とトーン、効果線の練習

CSP 模様トーン デジタルで絵とトーン、効果線の練習

CSP 効果トーン デジタルで絵とトーン、効果線の練習

変形コマの枠線が引けるようになる
グラデーショントーンが貼れるようになる デジタルで絵とトーンの練習

総復習　スキャンとトーンワーク、効果線
入稿用データにして提出 デジタルで絵とトーンの練習

CSP　入稿用データを作る
効果線を描く デジタルで絵とトーン、効果線の練習

アミ、線、ノイズトーンが貼れるようになる デジタルで絵と基本トーンの練習

枠線が引けるようになる
アミ、線、ノイズトーンが貼れるようになる デジタルで絵と基本トーンの練習

枠線が引けるようになる
アミ、線、ノイズトーンを早く貼れるようになる デジタルで絵と基本トーンの練習

パソコンの使い方、片づけ方
CSPに慣れる　トレスとアミトーン デジタルで絵と基本トーンの練習

教員の略歴 マンガ家21年　アニメデザイナー11年　講師歴26年

授業の学習
内容

CLIPSTUDIOPAINTでマンガ作品を制作するための使い方（基礎）を学びます。
デジタルデータの出力、入稿の仕方を練習します。

到達目標　
CLIPSTUDIOPAINTでモノクロマンガ作品を制作できるようになる。
モノクロマンガ作品をデジタルデータで入稿できるようになる。

評価方法と基準

授業に取り組む姿勢50%　課題実力50%

・出席しただけで授業に参加していない場合は出席したことになりません。
・この授業では、CLIPSTUDIO　PAINTを使いこなしていることより、授業で解説したことをきちんと実践しているかどうかを重視
します。編集部へ入稿するときやアシスタントの仕事をするときに、指示通りにできるかどうか、が大切だからです。

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
小高みち

る
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1年

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一1年Bクラス

科目名 デジタルコミックⅠ

必修
選択



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

15 10月1日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Bクラス

科目名 マンガ原作Ⅰ

必修
選択

ココロ直
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

伝わりやすい『プロット』の書き方を理解 プロット作成/プロット仕上げ

ジャンルの分析 ジャンルの調査

教員の略歴 2002年度ノベル大賞（集英社）読者大賞受賞。作家歴18年。

授業の学習
内容

マンガの構造を理解し、マンガの特徴を活かした効果的な演出・表現を伴うストーリーの構築を目指す。主に『キャラクター』・
『演出』・『構成』の三点から総合的にアプローチする。

到達目標　
出版社への持ち込み用原稿の、質の向上。マンガ原作として個人の画力を問わない一般的なストーリー構築の基礎技術を培
う。

評価方法と基準
講義への理解度　50％　（プロット・ネーム・原稿の定期的なチェック、および提出課題の内容にて評価する）
持ち込み用作品の制作　50％　（講義内容の反映度にて評価する）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

全体像を見渡したストーリー作りを模索 プロット作成

キャラクターの『個性』について考察 学習内容をネーム・作品に反映

キャラクターの内面が反映された『セリフ』の効果を理
解

学習内容をネーム・作品に反映

キャラクターの『動機』の重要性を認識 学習内容をネーム・作品に反映

キャラクターの目立たせ方を技術的に理解 学習内容をネーム・作品に反映

クライマックスを中心とした物語構成とその作り方を理
解

学習内容をネーム・作品に反映

抑揚のあるストーリーの構築と演出方法を理解 学習内容をネーム・作品に反映

『表情』と『反応』を用いたシナリオ演出を理解 学習内容を作品に反映

『設定』の適度・適切な練り込みと反映方法を理解 学習内容を作品に反映

マンガにおける『心理描写』を演出面で考える 学習内容を作品に反映

東京コミュニケーションアート専門学校

シナリオに振り回されない方法を理解 レポートの提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 持ち込み用の作品を仕上げていくことを主目的とする。

マンガにおける『心理描写』を構成面で考える 学習内容を作品に反映

　【使用教科書・教材・参考書】　


担当講師が作成したオリジナル資料を講義毎に配布。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と実技

2 5月14日 講義と実技

3 5月21日 講義と実技

4 5月28日 講義と実技

5 6月4日 講義と実技

6 6月18日 講義と実技

7 6月25日 講義と実技

8 7月2日 講義と実技

9 7月9日 講義と実技

10 7月16日 講義と実技

11 9月3日 講義と実技

12 9月10日 講義と実技

13 9月17日 講義と実技

14 9月24日 講義と実技

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】

マンガ制作Ⅰ
担当教員 二宮博彦

オリジナルマンガ連載１０年以上　講師歴、尚美学園大学、浜松ルネサンスアカデミー、滋慶学園仙台校（2016〜2019）東京校
（2006〜）名古屋校（2020〜）担当はマンガ制作、背景効果など

課題評価試験

準備学習　時間外学習 基本として、マンガ作成は自宅で行う、課題の修正やネームを自宅で行う

EXTRAに向けての原稿確認をする。 再度ネームプロットをチェック、物語構成を考える。

キャラの心を描くコツと注意点を把握する。 EXTRAの原稿制作状況と注意点の再確認。

隠喩、直喩、明喩技法を学ぶ。 前期の授業を踏まえて、後期に繋ぐ計画作り。

資料に添ったキャラや状況を作る。 資料から世界観までを作り上げる練習。

夏休み前の作品ネーム＆プロット最終確認をする。 夏休みのスケジュールの見直しと目標再確認。

夏休み作品の完成度チェックをする。

スケジュールの再確認、目標を立てる。 EXTRAのネーム＆プロットチェック

夏休みの作品状況を省みて、今後に活かす。

既存作品から学ぶ。物語制作のコツを掴み取る。 既存作品から読み取り、自作原稿への活用方法の模索。

金の卵展までの原稿最終チェックを行う。 オリジナル作品作り。締め切り設定と目標作り。

ワークショップ、物語作りのシミュレーションを行う。 他人の制作過程から自分との違いを考察する。

実際に物語を作ってみての反省点を考える。 GW中の創作状況を省みて今後の作品制作を考える。

修正した作品をマンガにする。注意点を把握する。 作品作成と問題点や理解不能な部分のピックアップ。

衣装や髪型を考える。キャラ作りとはを考える。 物語を作るという事はどういう事なのかを考える回。

評価方法と基準

  減点方式にて成績付け。 学生は最初に１００点もって授業を受け始めます。 毎回の提出課題でその授業で会得すべき項目
を理解しているか否かを 下記の用に定めて課題チェックをします。 ◎充分理解出来た上で、自分の課題作品に昇華出来てい
る学生＝＋１ ◯基準程度の理解をしている＝０ △理解不足＝ー１ ●理解出来ていない、原稿として手抜きに見える＝ー２ ×
課題未提出＝−３ とし、出席率を加味した後の、残りを上記採点法にて換算する物とします。 因に欠席は−５点　遅刻（１限）ー
３　遅刻２０分以下−１

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

これからの授業説明と作品作りを把握する。 オリジナル作品を作るルールや準備を覚える。

教員の略歴

授業の学習内
容

マンガを制作する為の基本を習得し、思いついたネタをマンガ原稿として完成して欲しい。そのために『デザイン
ベーシック』や『背景効果』『デッサン』他授業との連携を図りつつ、マンガ制作を行う。授業は基本講義の後に実
践課題を作成提出する方式で進める。お話し作りの手法やルールが主で、その為に必要な課題を中心に進行し
て行きます。学生らが自らのデビューや雑誌投稿用に制作するマンガ原稿の悩みや注意点も相談に乗りつつ進
めて行きます。学生のスキルと理解度を常に鑑み臨機応変に作れる為の思考力を養う事を旨とする。

到達目標　
自分の目標をある程度定められる様になり、自分の描きたいキャラや物語を動かし、伝えたい思いを、読者にな
るべく伝える事が出来る。自分の思いを編集や他者に伝える手法や技術を知る。後期に向けてのデビューや投
稿が出来る程度の原稿を作成する努力が出来る。

授業
形態

実技
総時間
（単位）

科目名

必修
選択

選択 年次 １年

学科・ｺｰｽ マンガ専攻



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義・実技

2 5月13日 講義・実技

3 5月20日 講義・実技

4 5月27日 講義・実技

5 6月3日 講義・実技

6 6月10日 講義・実技

7 6月17日 講義・実技

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

学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部一　1年Bクラス

科目名 背景効果
必修
選択

担当教員 岩崎
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

ごく基本的な道具の説明。
早速、線を引いて課題をこなしてみる。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

教員の略歴
池上遼一氏のアシスタントを経て、赤塚不二夫氏（フジオ・プロ）のチーフ・アイデア・ブレーンをつとめる。（フジオ・プロ）のブレーンとの共著を幼
年誌中心に掲載。TCAでの講師実務歴は「1・2・3・年マンガ制作」や「2年背景効」等を担当して10年。

授業の学習
内容

「何故、マンガに背景効果はが必要なのか？」　→　様々な基本技術を学び、マンガにおける背景及び
効果の必要性・重要性を理解する。
「1年マンガ制作」の授業と連携し、各学生の技術レベルを共有し、個別に対応していく。
とにかく、まずは「基本的な技術」をしっかりと見に付けて行く事。
「マンガの背景効果の基本」を中心とした課題をこなし、講師は学生達に実演して見せる事。

到達目標　

授業ごとの課題をこなす事から　⇒　「マンガの背景効果の基本」のしっかりとした体得」を目指してい
く。
基本技術を見に付けて、マンガを描く意欲と自信に繋げていく。

評価方法と基準

課題を完成させ、提出する。　授業時間内に完成させられなければ、次週までの宿題とする。
完成・提出した課題に評価基準（3段階　A・B・C）を設け、高評価を付けられる学生を増やし
なるべく高い次元での評価の均一化を図りレベルアップを目指す。
長期休暇には宿題を課す。　⇒　これも評価の対象とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

マンガで「最も基本的な技術」である                     ス
ピード線と集中線の練習と体得.。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

スピード線と集中線の練習と体得。
基本的なパース技術「分割」の体得。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

フリーハンド線の練習。　　　　　　　　　　　　　          　フ
リーハンド線の基本的な技術の体得。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

雲形定規の使い方。　　　　　　　　　　　　　　           　雲
形定規を使って様々な線の技術の体得。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

パース授業1回目。　　　　　　　　　　　　　　　           　1
点パースを使っての背景描写の体得。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

スクリーントーンの基本。
トーンワークの基本的な技術の体得。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

ギ音の描き方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　シ
チュエーションにあったギ音を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

パース授業2回目。　　　　　　　　　　　　　　　　           2
点パースを使って簡単な背景を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

自然物を描く。　　　　　　　　　　　　　　　　　            　フ
リーハンド線で簡単な自然物を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

スピード線と集中線の復習。　　　　　　　　　　          　レ
ベルの上がった線でスピード感を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

「金の卵展」を終えて。　　　　　　　　　　　　　          　各
自の技術のウィーク・ポイントの強化。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

「金属の質感」の描き方。　　　　　　　　　　　　           ご
く簡単な「メカ」で金属の質感を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

　【使用教科書・教材・参考書】　


講師が毎回、必要な資料や機材を準備・用意をする。

東京コミュニケーションアート専門学校

パース技術3回目。　　　　　　　　　　　　　　　            　3
点パースを使って簡単な背景を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

課題評価試験
授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

準備学習　時間外学習 授業内に完成させられない課題は、必ず宿題として次週までに提出する事。



60時間

2単位

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 「プロット」の仕組みを学び考慮発案

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 まとめ

15 9月21日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


都度配布

東京コミュニケーションアート専門学校

後期全体を振り返り、課題を作成 全作品提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 締め切りに合わせての制作進行

「性差」について学び執筆、レポート作法の実同上

「金銭」について学び執筆 同上

「上下関係」について学び執筆、敬語の学習 同上

「アイデア出し」について学び考慮発案 同上

「短編小説」について学び執筆 同上

「感情表現」について学び執筆 同上

同上

「ジェネレーター」の活用 同上

「表現技法」について学び練習 同上

「感情」について学び「一場面」を執筆 同上

「悪文」を分析しリライト、頻出誤文法の学習 同上

「ログライン」の仕組みを学び考慮発案 同上

小説文の基礎を確認し「一場面」を執筆 進級制作へ向けての準備

教員の略歴 学習塾を経営し国語を指導。小説家になろう大賞2014優秀賞受賞、以後著作複数。

授業の学習
内容

　小説執筆のためには発想を支えるための知識と技術が必要である。本科目では知識として「社会科学、自然科
学、時事問題」など広範なテーマを紹介・解説し、発想力の向上を目指す。また、技術として「国文法、語彙、小説
作法」を授業し、正確な叙述や表現力の向上を目指す。なお「ログライン」作成法の習得は必須のものとする。

到達目標　 小説としての基礎的な発想・叙述ができる。

評価方法と基準
小説としての構想をアウトプットできれば可、中短編の形でアウトプットできれば良、長編の形にアウトプットできれ
ば優とする。なお、点数については授業内提出物の課題評価で100％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
かすがま

る授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 ストーリー制作Ⅰ

必修
選択



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 実技

6 6月18日 講義・実技 学園祭用作品の案を用意しておく。

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 実技

12 9月10日 講義・実技

13 9月17日 講義

14 9月24日 試験

15 10月1日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　


毎回プリントを出します。紙ベースでも配りますが、データで持って帰りたい場合はUSBなどのメモリを持参してください。

東京コミュニケーションアート専門学校

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 記事ライティング　　

必修
選択

担当教員 野添梨麻
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

イントロダクション：授業内で何をやるのか、これを学ぶと
どういう仕事につけるのかを説明します。講師自身の仕
事の仕方や,具体的な原稿料もお話しします。

筆記用具、USBメモリなど、メモのとれるものを持って来
てください。筆記用具は常に持っているようにしてくださ
い。

教員の略歴 フリーライター。アニメ、ドラマの脚本およびその作品の絵本化、ノベライズ。マンガ原作、エッセイ、紀行文、新聞雑誌の記事を手がける。

授業の学習
内容

面白いものを書けるようになることを目ざします。小説、シナリオその他のテキストライティングに対応します。この授業でお伝
えするやり方は、すべてのエンターテイメントに応用のきく基本ばかりです。小説はもちろんのこと、シナリオ、マンガ原作、企
画書の書き方も実践します。授業計画は年度初めに立てていますので、状況を見て変更する場合があります。企業課題、学
内コンクール等、現時点で予測できないものが発生した場合はそれに対応します。

到達目標　 原稿料が発生するものを書けるようになること。ジャンルは問いません。

評価方法と基準 評価点：日頃の提出物と筆記試験あわせて最高100点。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

書き方の基本ルール：原稿用紙の使い方、word
で縦書きをするときの注意点をお伝えします。

ライトノベル以外のジャンルの娯楽を体験し
ておくこと。

ドラマとは何か：ノンフィクション以外のジャンルをドラマと
とらえます。そして、ドラマとは何か？　なぜ小説やマン
ガやゲームにドラマが必要なのか？　を説明します。

同上

キャラクターの立て方：エンターテイメントに欠かせない
「キャラクターを立てる」手法。その方法を説明します。

「5月といえば？」気が付いた出来事や年中行事を書き
留めておく。

実作：学園祭作品準備。執筆。

ハコ書・プロット：打ち合わせや企画書で必要になるハコ
書、プロットを書くことの習慣づけ。習慣になるよう繰り返
していきます。

「6月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

同上
「7月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

ドラマの表と裏：ドラマには表と裏がある。ど
う使い分けるのかを説明します。

歌舞伎の物語を調べておく。

伏線：「伏線を張る」とはどういうことか？　なぜそれがド
ラマに必要なのか？　を説明します。

「8月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

枷（かせ）：「枷」とは何か？　「枷をかける」とはど
ういう手法なのか？　説明します。

自分の趣味や得意なことについて、それを知
らない人にもわかるように概要を書く。

テーマと目的：混同されがちな「テーマ」と「目的」
の違いを説明します。

名作映画を一本見ておく。

EXTRA作品プロット点検：夏休み後に締め切りの
ある学内コンクールのプロット準備。

好きなマンガについて紹介の記事を書く。

EXTRA作品点検：締切直前に提出様式の確認を
します。

クラシック音楽を聞いておく。

前期に教えたことを記録してあるか。確認するた
め、要点をペーパーテストで出題します。

ノート、データの見直し。試験時は持ち込みOKです。辞
書、ノート、メモリ等を持って来て参照してください。筆記
用具も必ず持参してください。

前期総復習：前期のまとめを行います。

準備学習　時間外学習 時間外学習：視野をひろげること、自分から情報を取りに行く姿勢を身につけることに主眼を置いています。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月14日 講義

2 4月21日 講義・実技

3 4月28日 講義・実技

4 5月12日 講義・実技

5 5月19日 講義・実技

6 5月26日 講義・実技

7 6月2日 講義・実技

8 6月9日 講義・実技

9 6月16日 講義・実技

10 6月23日 講義・実技

11 6月30日 講義・実技

12 7月7日 講義・実技

13 9月1日 講義・実技

14 9月8日 講義・実技

15 9月16日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 小説制作Ⅰ

必修
選択

担当教員 ココロ直
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

新人賞の傾向・ジャンルの分析 ジャンルの調査

教員の略歴 2002年度ノベル大賞（集英社）読者大賞受賞。作家歴18年。

授業の学習
内容

小説の特徴を理解し、小説を書く上での基本となる技術を学ぶ。
各出版社の新人賞で評価を受けやすい作品の構築を目指し、前期では特に『キャラクター』『ストーリー』の制作力を高める。

到達目標　
前期提出必須である『エクストラ』の課題において、『キャラクターの相関関係』、『ストーリー上の効果的なクライマックスの設
定』などを意識的に配置し、基本構造を押さえた小説を制作する。

評価方法と基準
講義への理解度　50％　（定期的なプロット・作品の確認、および提出課題の内容によって評価する）
エクストラ提出作品　50％　（作品の長さ・キャラクター配置・ストーリー構築・講義内容の反映度にて評価する）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

伝わりやすい『プロット』の書き方を理解 プロット作成/プロット仕上げ

『キャラクター』作りの重要ポイントを認識 学習内容をプロットに反映

主人公を目立たせる意味と方法を理解 学習内容を作品に反映

効果的な『セリフ』と『セリフ回し』の使用 学習内容を作品に反映

『書き出し』の重要性を認識 課題プリント/学習内容を作品に反映

『設定』と『ストーリー』の違いを理解 課題プリント/学習内容を作品に反映

一冊分のバランスを考える 学習内容を作品に反映

キャラクターの『対比』を活用 学習内容を作品に反映

キャラクターの役割分担を理解 課題プリント/学習内容を作品に反映

ストーリー『章』を立てる意味を理解 学習内容を作品に反映

物語の『柱』を把握・認識する 学習内容を作品に反映

効果的なクライマックスの作り方を理解　 学習内容を作品に反映

　【使用教科書・教材・参考書】　


担当講師が作成したオリジナル資料を講義毎に配布。

東京コミュニケーションアート専門学校

『個性』の模索（文体・ジャンル） レポート・例文の提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 エクストラ提出作品における内容強化を主目的とする。



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・実技

3 5月10日 講義・実技

4 5月17日 講義・実技

5 5月24日 講義・実技

6 5月31日 講義・実技

7 6月7日 講義・実技

8 6月21日 講義・実技

9 6月28日 講義・実技

10 7月5日 講義・実技

11 7月12日 講義・実技

12 7月19日 講義・実技

13 9月6日 講義・実技

14 9月13日 講義

15 9月27日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 　　長編制作

必修
選択

担当教員 淺沼
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 一年

イントロダクション 自分で見つけた作品を鑑賞

教員の略歴 ２００２年に集英社スーパダッシュ文庫よりデビュー。以降７０冊以上の文庫作品を手がける。

授業の学習
内容

現在のコンテンツビジネスを支える作品の魅力は「キャラクター」である。
小説においてもそれは重要であるが漫画やアニメといったビジュアルのある媒体とはまた違ったテクニックを必要とする。
本講義においては基礎的な「キャラクターの立て方」を中心に学ぶ。

到達目標　 毎回の講義のテーマに合わせてキャラクターシートを作成し添削を受ける。

評価方法と基準
課題を出すためきちんと出席し、提出を怠らずチェックを受けること。
前準備として各自、毎週キャラクターとストーリーの存在する作品を自分で見つけて観賞すること。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ヒロインについて 自分で見つけた作品を鑑賞

キャラ主体物語の基礎（映像） 自分で見つけた作品を鑑賞

ゲーム実習導入 自分で見つけた作品を鑑賞

ゲーム実習 自分で見つけた作品を鑑賞

悪役について 自分で見つけた作品を鑑賞

web連載（小説家になろう他） 自分で見つけた作品を鑑賞

登場人物の定員について 自分で見つけた作品を鑑賞

かわいいとは何か？ 自分で見つけた作品を鑑賞

キャラの「動機・行動・結果」 自分で見つけた作品を鑑賞

三幕構成の基礎（映像） 自分で見つけた作品を鑑賞

夏休み直前プロットチェック 自分で見つけた作品を鑑賞

作品にキャッチコピーをつけよう 自分で見つけた作品を鑑賞

　【使用教科書・教材・参考書】　


ノートPC（学校のものを使用する）

東京コミュニケーションアート専門学校

映像実習（映画の読み解き方） 自分で見つけた作品を鑑賞

総評・課題評価試験

準備学習　時間外学習 小説を読む　アニメを観る　ゲームをプレイする　この時「キャラ」を意識すること



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月15日 講義

2 4月22日 講義と実技

3 5月13日 講義と実技

4 5月20日 講義と実技

5 5月27日 講義と実技

6 6月3日 講義と実技

7 6月10日 講義と実技

8 6月17日 講義と実技

9 6月24日 講義と実技

10 7月1日 講義と実技

11 7月8日 講義と実技

12 7月15日 講義と実技

13 9月2日 講義と実技

14 9月9日 講義と実技

15 9月16日 試験

第８回プレゼンテーション

第12回プレゼンテーション

第１回プレゼンテーション

第３回プレゼンテーション

第２回プレゼンテーション

第４回プレゼンテーション

第５回プレゼンテーション

準備学習　時間外学習 １回につき１０人ずつプレゼン。プレゼンのテーマを告知し、次週までに準備をしてもらう

　【使用教科書・教材・参考書】　


その都度、臨機応変にプリント配布や参考文献の紹介

東京コミュニケーションアート専門学校

次週プレゼン告知

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

当講義のオリエンテーション 次週プレゼンテーションテーマ告知

前期課題の講評とまとめ 講評をもとに課題の振り返りを文章に

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

前期プレゼン全般の講評とまとめ

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

次週プレゼン告知（前回講評）

前回講評

次週プレゼン告知（前回講評）

第６回プレゼンテーション

第７回プレゼンテーション

第９回プレゼンテーション

第10回プレゼンテーション

第11回プレゼンテーション

教員の略歴

授業の学習
内容

収集した情報を整理するによりアイディアを企画に昇華させるトレーニングをおこないます。、さまざまなアイディ
アを企画化することは、自分の興味のあるところからアイディア出しをして、それについての情報収集、整理をお
こなった結果を、人前で説明するという行為は、とても大切なスキルです。当科目では、毎回さまざまなテーマで
アイディアを整理して、プレゼンテーションをしてもらいます。また随時、企画立案、文章執筆、好きな仕事に就く
ために役立つ書籍や資料を提供します。

到達目標　
小説執筆、企画に基づいたページ作りなど、他の授業で実践しているスキルに結びつくように、さまざまなアイ
ディアを考え整理し、発表できるようにする。またそのアイディアを活用できるように、自分の立案したアイディア
について、常に見直し、手を加え、ヴォージョンアップできるようになります。

評価方法と基準
前期課題のオリエンテーションを１０週目でおこない、１４週目で提出＆プレゼンテーションをおこないます。１５
週目に講評とまとめをおこない、評価の６割は前期課題でおこないます。残りの４割は毎週のワークショップに
よる評価とします。

フリー編集者＆ライター　JICC出版局（現・宝島社）にて『バンドやろうぜ』『宝島』ほか編集業務に従事。フリーランス後は、音
楽雑誌、カルチャー誌、週刊誌ほか、さまざまな雑誌および、単行本、新書ほかで編集・ライティングに従事中

担当教員
伊波達
也授業

形態
実技

総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　1年Cクラス

科目名 動画編集・カメラ

必修
選択

選択 年次 1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義と実技

2 4月28日 講義と実技

3 5月12日 講義と実技

4 5月19日 講義と実技

5 5月26日 講義と実技

6 6月2日 講義と実技

7 6月16日 講義

8 6月23日 講義と実技

9 6月30日 講義と実技

10 7月7日 講義と実技

11 7月14日 講義と実技

12 9月1日 講義と実技

13 9月8日 講義と実技

14 9月15日 講義と実技

15 9月22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ラフ作成、授業内で仕上がらなかったものは時間外学習。							

　【使用教科書・教材・参考書】　	

ポートフォリオの相互評価を元に調整。

キャラクターアイテム、ヴィネット風一部背景ラフ作成できる。
世界観がわかる背景つきのキャラクター構図ラフ2～3点もしくはヴィネット
風ラフ。

中間チェックでイメージを表現できている。
後期に仕上げるため、カラーラフ修正は後期まで
の宿題。

ポートフォリオに必要なものを認識し、作成できる。

ポートフォリオページ作成し、進行を説明できる。

ポートフォリオページ作成
相互評価を夏休み明け予定です。仕上がっていない部分がある場合は夏
休み中の宿題。

キャラクター三面図チェック後修正できる。設定等を仮レイアウト。 三面図修正が終わらなかった場合宿題

ポートフォリオに入れるものを確認、必要なものを書き出し提出。キャ
ラクターラフのためのイメージ資料あつめ。

1）自分の好きなキャラクターや作品の好きなところを説
明できるようにしておくこと。2）キャラクター設定ラフ作
成1体につき3案ラフを作成。

キャラクターラフ案を1体につき3案作成。そこから絞り込み,ラフは決定キャラ作成
時にポートフォリオへレイアウト。

キャラクターの容姿、衣装、小物設定し世界観ラフとしてのコンセプトボードつくり　
1）どんな場所か、どこにすんでいるか設定完成し資料を集める。2）集めた資料を1
枚にレイアウトすることができる

1）1回目からのキャラクターシート、ラフの最終決定。2）コンセプトボードとしてレイ
アウトしたものを提出する。

ポートフォリオに入れるものを再確認と3面図を理解できる。 キャラクター三面図を作成

1）キャラクターラフに着彩、カラーラフを作成。2）カラーバリエーションを作成。

ポートフォリオについて・進路チェックを並行していく。1）キャラクター設
定するのためのマインドマップづくり。2）コンセプト作成　3）キャラク
ターシート設定書き込み

1）授業内で仕上がらなかった場合、キャラクターシートへ記入
する

教員の略歴
武蔵野美術短期大学部デザイン科グラフィックデザイン専攻卒。株式会社レイアップにて株式会社バンダイ向けの玩具、ゲーム企画からキャラクター展開、商品スケッチ、パッケージ等の経
験を経てイラストレータへ。オリジナルキャラクターをタカラトミーアーツ株式会社などから販売展開

授業の学習
内容

①自分は何を創ることができるのかを表現するためのポートフォリオ。自分の魅せたい世界、目指す進路に向けて作品を作り、ポートフォリ
を作成していくことを学ぶ。キャラクターシート、三面図、設定から作成して、世界観を伝えるために作成する。
②第三者にわかりやすく伝えるためにポートフォリオのレイアウトも考えていく。ポートフォリオにいれるための作品作成、進路ごとに向けて、
必要な素材を作成し実践を体験していく。
③コンセプトを決め、キャラクター・世界観・アイテムをデザインを設定して、表現したい形を作成できるようすることを目標とする。①～③をふ
まえ個別進行のチェックをしながら、ラフ、クリーンアップ、着彩、仕上げていく。
夏休み明けの総合評価にむけて、より充実させていく。後期は、進路ごとにわかれて、足りないもの、必要なものを再考しながら自分の進捗
具合を理解して作品をふやしていく。

到達目標　

・見やすさ、伝わりやすさも考慮したレイアウトでポートフォリオの充実化を目標にする。
・コンセプトを決めて、キャラクターをより深く設定作成することを目指す。
・ポートフォリオに入れる素材として、キャラクターの世界観を広げイメージを作成していくことを目指す。
・PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTを使用してキャラクター、小物、世界観が伝わる作品を仕上げることを目標にする。

評価方法と基準

■評価点（課題評価）100%
評価点はコンセプト・クリエイティビティ・プレゼンテーション。（授業内において、報告なしのスマートフォンの使用、居眠りは評
価点から減点していく）＊理想的な達成レベルの目安：テーマを理解して、コンセプトをしっかりと考えオリジナリティのある
キャラクター設定、世界観を表現できていること。仕上げが丁寧にできていること。＊標準的な達成レベルの目安：テーマを理
解してコンセプトを考えキャラクター設定、世界観を表現できていること。＊準備学習、時間外学習は評価点の10％分。できて
いない場合は減点

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 肥後未央
授業
形態

実技
総時間
（単位）

必修選択 年次 2年

学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部一　2年Aクラス

科目名 　コミックイラスト制作Ⅱ　

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義と実技

2 4月28日 講義と実技

3 5月12日 講義と実技

4 5月19日 講義と実技

5 5月26日 講義と実技

6 6月2日 講義と実技

7 6月16日 講義と実技

8 6月23日 講義と実技

9 6月30日 講義と実技

10 7月7日 講義と実技

11 7月14日 講義と実技

12 9月1日 実技・個人指導

13 9月8日 実技・個人指導

14 9月15日 実技・個人指導

15 9月22日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Bクラス

科目名 ネーム制作

必修
選択

担当教員 中村直美
授業
形態

実技
総時間
（単位）

必修選択 年次 2年

課題提出、講評、一年間のスケジュールを書く 印象に残るセリフ(ドラマや映画も可) レポート提出①

教員の略歴 集英社「マーガレット」デビュー。小学館「sho-comi」、Bbmfマガジンにて連載、単行本化。双葉社にて青年誌掲載。

授業の学習
内容

①マーケティングを意識し読者や編集が求めている「楽しめる」作品を描く
②主に制作とリンク
③物語の基本形式、構成力、演出を学ぶ(カメラワーク、画面作り)
④オリジナリティ、センスを磨く(キャラ、世界観、セリフ、モノローグ、効果)

到達目標　
①雑誌、webなどで賞を取りデビュー、掲載を目指す
②物語の企画力、構成力が向上、演出を意識したネームが描けるようになる
③キャラの魅力アップさせ、個性溢れる作品が作れるようになる

評価方法と基準 課題提出数、課題評価点数、準備学習、時間外学習の評価、金の卵展作品評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

「葛藤」共通テーマにクラスでキャラを作り上げる 卵展の原稿完成させる

卵展の原稿チェック、キャラ絵のブラッシュアップ 自分のキャラの絵をブラッシュアップして来る

手紙か詩を書く、様々な演出を試みる 商業マンガの印象的なシーンを集めてくる

センスある構図を描いて一枚(見開き可）完成させる 雑誌や単行本の表紙の下絵ラフ10枚

マーケティングを意識した扉絵を描く 「金の卵展」原稿制作

「金の卵展」制作 「金の卵展」原稿制作

「金の卵展」制作完成 短編作品のアイデア、キャラ表を練る

短編作品（4ページ～8ページ）制作スタート 短編作品制作

短編製作下描き完成 (夏休み課題)ドラマの冒頭をネームにする

短編マンガ、ドラマネーム、夏休みに描いた作品提出 マンガ紹介のポップを作って来る

「EXTRA」または「投稿作」制作 「EXTRA」制作

「EXTRA」または「投稿作」制作 「EXTRA」制作

　【使用教科書・教材・参考書】　


プリント、単行本、雑誌、制作に必要な道具一式

東京コミュニケーションアート専門学校

「EXTRA」または「投稿作」制作 「EXTRA」制作

課題評価試験 「EXTRA」制作

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20日 実技

2 4月27日 実技

3 5月11日 講義

4 5月18日 講義

5 6月1日 講義

6 6月8日 講義・実習

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 講義・実習

12 7月20日 実技

13 9月7日 実技

14 9月14日 講義

15 9月21日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Cクラス

科目名 小説制作ⅡA

必修
選択

担当教員 野添梨麻
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

一年次の総復習・作業：復習と、新作の準備。
アイディア出し、ハコ書などの作業。

筆記用具、USBメモリなど、メモのとれるものを持って来てください。筆記用
具は常に持っているようにしてください。

教員の略歴 フリーライター。アニメ、ドラマの脚本およびその作品の絵本化、ノベライズ。マンガ原作、エッセイ、紀行文、新聞雑誌の記事を手がける。

授業の学習
内容

一年次に引き続き、面白いものを書けるようになることを目ざします。この授業でお伝えするやり方は、すべての
エンターテイメントに応用のきく基本ばかりです。小説はもちろんのこと、シナリオ、マンガ原作、企画書の書き方
も実践します。授業計画は年度初めに立てていますので、状況を見て変更する場合があります。企業課題、学内
コンクール等、現時点で予測できないものが発生した場合はそれに対応します。各自の小説の作業は常に進め
ておいてください。初回からしばらくは、学園祭で使う作品の作業も入ることを想定しておいてください。

到達目標　 原稿料が発生するものを書けるようになること。ジャンルは問いません。

評価方法と基準 評価点：日頃の提出物と筆記試験あわせて最高100点。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

文章の整理：主語と述語がねじれていないか。一つの文章に多くのことがらを盛
り込み過ぎて伝わり辛くなっていないか。地の文での視点がブレていないか。実
例を見て直してみましょう。

新型肺炎が自分の生活におよぼした影響を
書き留めておく。

企画書：企画書に入れるべき情報と、簡潔に書
く方法を伝えます。

ライトノベル以外のジャンルの娯楽を体験し
ておくこと。

シナリオ：シナリオの書式と、ドラマ、マンガ原
作、アニメの考え方の違いを伝えます。

学園祭用作品の案を用意しておく。

換骨奪胎：換骨奪胎のやり方。例として拙作・ア
ニメ『星のカービィ』を見てもらいます。

「5月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

要点の絞り方：話を簡潔にする方法。拙作・アニ
メ『ほしの島のにゃんこ』を教材に。

古典落語の噺（はなし）を調べておく。

五感で描く：五感を使って表現演習。食べ物を
「美味しそうに」描く練習。

「6月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

実感で描く：自分の地元の話を、実感をもってリ
アルに描き出す練習。

歌舞伎の物語を調べておく。

台詞の使い方：台詞を効果的に使うことを心が
けて書く練習。

名作映画を一本見ておく。

対比で描く：キャラ設定、心情と環境など、対比
を効果的に使う練習。

「７月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

演繹法と帰納法：時間の経過通りに描くか、結
末から逆算して描くかの使い分け。

クラシック音楽を聞いておく。

調整週：ここまでで足りなかった要素を補足しま
す。

「８月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

EXTRA作品点検：締切直前なので提出様式の
確認をします。

「９月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

　【使用教科書・教材・参考書】　


毎回プリントを出します。紙ベースでも配りますが、データで持って帰りたい場合はUSBなどのメモリを持参してください。

東京コミュニケーションアート専門学校

全体講評：前期に提出された作品に対する講
評。

「10月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

課題評価試験 全作品提出

準備学習　時間外学習 時間外学習：視野をひろげること、自分から情報を取りに行く姿勢を身につけることに主眼を置いています。



60時間

2単位

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

【使用教科書・教材・参考書】　
　教科書「世界一わかりやすいIllustrator 操作とデザインの教科書」、「世界一わかりやすいPhotoshop 操作とデザインの教科書」

東京コミュニケーションアート専門学校

Illustrator / Photoshop  前期の復習 復習

課題評価試験

準備学習　時間外学習

Illustrator / Photoshop  演習課題3
イラストを活用したグッズ制作

復習

Illustrator / Photoshop  演習課題4
イラストを活用したグッズ制作

復習

Illustrator / Photoshop  演習課題5
イラストを活用したグッズ制作

復習

Photoshop復習と応用5
フォトレタッチを活用したポスター制作

次回課題のアイデア出し / 素材探し

Illustrator / Photoshop  演習課題1
イラストを活用したグッズ制作

復習

Illustrator / Photoshop  演習課題2
イラストを活用したグッズ制作

復習

Photoshop復習と応用2
フォトレタッチを活用したポスター制作

復習

Photoshop復習と応用3
フォトレタッチを活用したポスター制作

復習

Photoshop復習と応用4
フォトレタッチを活用したポスター制作

復習

Illustrator復習と応用2
パスを使ったイラスト制作

次回課題のアイデア出し / 素材探し

Illustrator復習と応用3
パスを使ったイラスト制作

復習

Photoshop復習と応用1
フォトレタッチを活用したポスター制作

復習

Illustrator復習と応用1
パスを使ったイラスト制作

復習

教員の略歴 イラストプロダクションを経て2000年よりフリーランス。

授業の学習
内容

1年次に学習した「Illustrator」と「Photoshop」の基本操作の復習および応用。
より実践的なスキルを身につけるためにイラストの制作やフォトレタッチ、レイアウトなどについて学習し、デザインスキルを身につ
けます。

到達目標　
「Illustrator」と「Photoshop」の操作をマスターする。
クリエイティブ業界の現場で通用するデザインスキルを向上させる。

評価方法と基準 出席率、授業態度、提出課題の完成度、提出期限の厳守 etc.

授業計画・内容授業計画・内容

学習内容 詳細

担当教員 山本周司
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Aクラス

科目名 DTP Ⅰ A

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義と実技

3 5月11日 講義と実技

4 5月18日 講義と実技

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 講義と実技

9 6月29日 講義と実技

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

実際に使用されるシーンを設定・想定し、UI
を作成します(4:動き、変化をつける)
実際に使用されるシーンを設定・想定し、UI
を作成します(5:完成)

課題評価試験

レイアウトの基になる、ワイヤーフレームを

作成してみます(2)
作成したワイヤーフレームに自分で考えたデ

ザインを追加していきます(1)
作成したワイヤーフレームに自分で考えたデ

ザインを追加していきます(2)
作成したワイヤーフレームに自分で考えたデ

ザインを追加していきます(3)

複数ページを移動するUIを作成してみます(1)

複数ページを移動するUIを作成してみます(2)

実際に使用されるシーンを設定・想定し、UI
を作成します(1:レイアウト作成)

　授業時にプリントを配布しますので、ファイリングするようにしてください。

東京コミュニケーションアート専門学校

入れ込みたいイラストや画像などを用意

するなど、自主作業をしておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

するなど、自主作業をしておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

するなど、自主作業をしておくこと

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

前回までの授業で作成したデータなどを

確認しておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

するなど、自主作業をしておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

するなど、自主作業をしておくこと
実際に使用されるシーンを設定・想定し、UI
を作成します(2:素材作成)
実際に使用されるシーンを設定・想定し、UI
を作成します(3:素材の入れ込み)

教員の略歴

授業の学習

内容

到達目標　

評価方法と基準

科目名

学科・ｺｰｽ

2

担当教員 横川峰生

広告系印刷会社勤務後、フリーディレクター。デザイン、Webプログラミング、写真撮影

、イベント企画など、顧客のリクエストに合わせて活動中。

スマートフォンやタブレット、ウェブサイト、テレビやタッチパネルなど、身近なところには「操作す

るもの」が溢れています。この授業では「使われ方」に着目して、UI（ユーザーインターフェイス＝ど

のように使ってもらうか）とUX（ユーザーエクスペリエンス＝どのように体験してもらうか）を通じ

て、見かけだけのデザインではなく、なぜこのようなデザインが必要か、ということを考えます。

Adobe XD、Dreamweaverを使用します。

必修

選択

授業
形態 実技
総時間

（単位）クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Aクラス

Web
（UX/UIデザイン）

選択 年次

スマートフォンの画面やウェブサイトがどのように使われるかを考え、レイアウト、デザインの基本を

作成できるようにします。

講義中の課題への取り組み度、提出課題で採点します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

UI/UXがどういったものなのか、観察することから始めます。また、

画像についてのレキュチャーを行います

身近にあるUI/UXを探し、観察しておく

こと

UIを作成するために必要な色、形について、

チュートリアルを通じて作ってみます

身近にあるUI/UXを探し、観察しておく

こと

レイアウトの基になる、ワイヤーフレームを

作成してみます(1)
身近にあるUI/UXを探し、観察しておく

こと

前回の授業で作成したデータなどを確認

しておくこと

前回までの授業で作成したデータなどを

確認しておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

しておくこと

入れ込みたいイラストや画像などを用意

しておくこと

前回までの授業で作成したデータなどを

確認しておくこと



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月14日 講義と実技

2 4月21日 講義と実技

3 4月28日 講義と実技

4 5月12日 講義と実技 バナー作成課題①

5 5月19日 講義と実技 バナー作成課題②

6 5月26日 講義と実技

7 6月2日 講義と実技

8 6月9日 講義と実技

9 6月16日 講義

10 6月23日 講義

11 6月30日 講評会

12 7月7日 講義

13 9月1日 講義と実技

14 9月8日 講義と実技

15 9月16日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Aクラス

科目名 イラストレーションⅡA

必修
選択

担当教員 竹澤・日下田
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

授業計画・内容

教員の略歴
日下田：TCA卒。ヒノデワシにて「あつまるくん」シリーズのイラストレーター・デザイナーとして10年奉職。現在TCA教員
竹澤　：TCA卒。フリーイラストレーターとしてカードゲームイラストやUIデザイン等担当

授業の学習
内容

①デザイナーとして必要なPhotoshopとIllustratorの技能を習得する。

②①での学びをふまえて、ゲーム開発におけるUIデザイン、UI素材の作成方法を身に着ける。

③①②での学びを通してデザイナーとしての基本能力を身に着ける

到達目標　
①PhotoshopとIllustratorの基本操作を習得

②バナーデザイン、UI素材の作成方法及び手順の習得

評価方法と基準 授業に取り組む姿勢、課題の完成度、課題提出率（提出日厳守）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

スケジュールの説明、アイテムアイコン課題①

アイテムアイコン課題②

アイテムアイコン課題③【課題提出】 アイコン課題を仕上げ、提出できる状態にしてくる。

バナー作成課題③ バナー課題を進行し、チェック出来る様にしてくる。

バナー作成課題④、名刺課題①

バナー作成課題⑤、名刺課題②【課題提出】 バナー課題を提出が出来る様に仕上げてくる

名刺課題③、ゲームUI課題①

名刺課題④、ゲームUI課題②【課題提出】 名刺課題を提出が出来る様に仕上げてくる

ゲームUI課題③【課題提出】 夏休み中の課題提出

ゲームUI課題④ ゲームUI課題を進行し、チェック出来る様にしてくる。

ゲームUI課題⑤

ゲームUI課題⑥【課題提出】 ゲームUI課題を提出が出来る様に仕上げてくる

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】　


世界一わかりやすい Illustrator 、なるほどデザイン、Photoshopプロフェッショナルズ、萌えロゴデザインぱーふぇくとまにゅある 、世界の名刺ベストアイデアブック、各種雑誌、資料を配布

東京コミュニケーションアート専門学校



60時間

2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 講義と実技

4 5月18日 講義と実技

5 6月1日 講義と実技

6 6月8日 試験

7 6月15日 講義と実技

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 講義と実技

12 7月20日 講義と実技

13 9月7日 講義と実技

14 9月14日 試験

15 9月21日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　


プリントおよびデータにて配布

東京コミュニケーションアート専門学校

文字デザインができる④／講評

前期の総括

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作








文字デザインができる①／課題提示 課題制作

文字デザインができる②／立案 課題制作

文字デザインができる③／制作 課題制作

ポートフォリオをデザイン、更新できる② 課題制作

ポートフォリオをデザイン、更新できる③ 課題制作

ポートフォリオをデザイン、更新できる④ 課題制作

UIデザインを作成できる⑤／完成 ポートフォリオ、作品準備

UIデザインを作成できる⑥／講評 課題制作

ポートフォリオをデザイン、更新できる① 課題制作

UIデザインを作成できる②／演習 課題制作

UIデザインを作成できる③／立案 課題制作

UIデザインを作成できる④／制作 課題制作

ガイダンス／UIデザインを作成できる①／課題提示 課題制作

教員の略歴 東京造形大学卒。アニメ背景美術、SP企画ディレクター・デザイナー、映像デザイナー、ディレクター、プロデューサー

授業の学習
内容

UIデザイン、ロゴデザインなどの実践的な演習、個別アドバイス、講評を通し、クリエーティブ業界に欠かせない、情報を整理、
伝達しする能力を養う。
並行して各人の進路に応じたポートフォリオの作成、指導をを行う。

到達目標　

・基本的なデザイン成果物を作成できる
・スケジュールを立てて長期の作業を終わらせる
・２年前期までの作品をポートフォリオにまとめる
・社会におけるデザインの役割を認識し、体系的に企画立案、デザイン、プレゼンテーションを行うことができる

評価方法と基準
課題評価点数　※授業態度が不真面目な場合は減点対象
※ 達成レベルの目安：提出物を総合的に判断し講評にて本人に口頭で通知
※ 準備学習、時間外学習が著しく不足している場合には減点対象

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 井上 岳
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Aクラス

科目名 コンピュータベーシックII

必修
選択



60時間

2時間

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・実技

2 4月27日 講義・実技

3 5月11日 講義・実技

4 5月18日 講義・実技

5 5月25日 講義・実技

6 6月1日 講義・実技

7 6月8日 講義・実技

8 6月15日 講義・実技

9 6月22日 講義・実技

10 6月29日 講義・実技

11 7月6日 講義・実技

12 7月13日 講義・実技

13 9月7日 講義・実技

14 9月14日 講義・実技

15 9月28日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部一　2年Bクラス

科目名 アシスタントテクニック
必修
選択

担当教員 岩崎　誠
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

何故、マンガに背景効果が必要なのか？
質感を表す①（自然物の質感を描く①。）

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

教員の略歴
池上遼一氏のアシスタントを経て、赤塚不二夫氏（フジオ・プロ）のチーフ・アイデア・ブレーンをつとめる。（フジオ・プロ）のブレーンとの共著を
幼年誌中心に掲載。TCAでの講師実務歴は「1・2・3・年マンガ制作」や「2年背景効」等を担当して10年。

授業の学習
内容

課題をこなして（背景・効果）全般を描く技術を向上させていく。
➔　技術を高めなければ作品のクオリティー・アップを望めない。
「1年マンガ制作」の授業と連携し、各学生の技術レベルを共有し、個別に対応していく。
様々な技術をさらに向上させ、作品のレベルアップを目指す。
 1年次よりさらにレベルが高い課題をこなす事によって、高度なテクニックを体得する。

到達目標　
課題をこなす事で（背景・効果全般）の技術を高めていき、作品のクオリティー・アップを図る。
技術のレベルアップ・作品のクオリティー・アップから、デビューに近づく作品を描く。

評価方法と基準

課題を完成させ、提出する。　授業時間内に完成させられなければ、次週までの宿題とする。
完成・提出した課題に評価基準（3段階　A・B・C）を設け、高評価を付けられる学生を増やし
なるべく高い次元での評価の均一化を図りレベルアップを目指す。
長期休暇には宿題を課す。　⇒　これも評価の対象とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

基本を復習する事でパースに対する意識を高める。   1
点パースの背景を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

スクリーントーンの技術の向上。　　　　　　　     　レ
ベルの高いトーンワークを体得する。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

質感を表す②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     金
属の質感を表す技術の向上。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

ツヤベタを使う。　皮の質感を描く事で　　　　      ツ
ヤベタ技術を向上させる。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

2種類の2点パース使って室内を描く。　　　　　パー
スに対する意識を高める。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

前回の授業の続き。
授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

フリーハンドの効果線の描き方。　　　　　　　　様々
な心理描写のやり方を体得する。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

質感を表す③　（自然物の質感を描く②）　　   　森・
岩・川などで自然の風景を描く。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

前回の授業の続き。
授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

画面内の人物配置。　1・2点パースを使って画面内
に安定した人物を配置する。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

デッサン授業。　　人物（キャラ）にも様々なパースが
付く事を学び、デッサン力を高める。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

3点パースの背景描写。　2点パースを3点パースに
描き直す。➔パース技術を高める。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

講師が毎回、必要な資料や機材を準備・用意をする。

東京コミュニケーションアート専門学校

前期の授業の振り返り。　　　　　　　　　　　　    　各
自の苦手な技術の強化を計る。

授業時間内で課題の提出がなければ
次週までの宿題・提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 授業内に完成させられない課題は、必ず宿題として次週までに提出する事。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と実技

2 5月14日 講義と実技

3 5月21日 講義と実技

4 5月28日 講義と実技

5 6月4日 講義と実技

6 6月18日 講義と実技

7 6月25日 講義と実技

8 7月2日 講義と実技

9 7月9日 講義と実技

10 7月16日 講義と実技

11 9月3日 講義と実技

12 9月10日 講義と実技

13 9月17日 講義と実技

14 9月24日 講義と実技

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】鉛筆4B以上。コンテ。水彩絵の具。

東京コミュニケーションアート専門学校

映画鑑賞。映画コンテ制作。

課題評価試験

準備学習　時間外学習

彩色クロッキー。彩色画制作（ポートフォリオ用）

彩色クロッキー。彩色画制作（ポートフォリオ用）

野外スケッチ。（状況により変更）

写真作品鑑賞。写真撮影実習。

写真作品鑑賞。写真撮影実習。

映画鑑賞。映画コンテ制作。 2ページマンガ制作

映画鑑賞。映画コンテ制作。

コンテクロッキー。ペン画制作。学生個々のマン
ガ作品の評。

コンテクロッキー。ペン画制作。学生個々のマン
ガ作品の評。

写真から起こすペン画制作。

鉛筆クロッキー。ペン画制作。学生個々のマンガ
作品の評。

鉛筆クロッキー。原作付きのネーム制作。

鉛筆クロッキー。原作付きのネーム制作。 写真から起こすペン画制作。

鉛筆クロッキー。学生個々のマンガ作品の評。 2ページマンガ制作

教員の略歴 竹書房編集部5年勤務後デザイン、編集の事務所設立。現在に至る。

授業の学習
内容

クロッキーの様々な技法で基本的な画力アップを図る。および漫画以外のアートの学
習と実習。彩色画の実習。造本、写真、映画、絵画を紹介、解説。3年次に向けポート
フォリオ用の作品も制作。学生個々のマンガ作品の相談、サジェスチョン。

到達目標　

現在より確実に画力をあげること。漫画作成のための様々な事象に対する好奇心の
育
成。

評価方法と基準マンガ制作の世界観、及び興味の広がり。画力のアップ。

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 尾澤祐司
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Bクラス

科目名 クリエーティブワークⅡC

必修
選択

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義　実技

2 5月13日 講義　実技

3 5月20日 講義　実技

4 5月27日 講義　実技

5 6月3日 講義　実技

6 6月10日 講義　実技

7 6月17日 講義　実技

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 試験

15 9月30日 講義　実技

　【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

指示に従って作業する
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

試験の解答解説
特殊効果の作り方

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

準備学習　時間外学習 前授業の復習および提示課題制作








CSP　パースとは　少年の部屋を描く
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

キャラクターを描く練習→仕上げ（ベタ、トーン）
特殊効果の作り方

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

総復習
指示に従って原稿の仕上げができる

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP　パースとは
箱、窓、机を描く

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

キャラクターを描く練習→仕上げ（ベタ、トーン）
特殊効果の作り方

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP　パースとは　自然物の描き方
住宅街の道を描く

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP 3D素材の配置→レタッチして仕上げる
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

3D素材をマンガの絵の中に利用する→仕上げまで作
業

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

キャラクターを描く練習→仕上げ（ベタ、トーン）　特殊効
果の作り方

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP　背景1　写真加工→レタッチする
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP　背景1　写真加工→レタッチする
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

CSP 3D素材の配置→レタッチして仕上げる
デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

評価方法と基準

出席＝20%　授業に取り組む姿勢＝30%　課題＝30%　実力＝20%

・出席しただけで、授業に参加していない場合は出席したことになりません。
・この授業では、3Dデータを作成する技術が高いかどうかではなく、作成した3Dデータをマンガ作品制作に生かせるようになる
かどうかを重要視します

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

CSP　総復習1
指示に従って作業する

デジタルでキャラクターと背景を
描く練習をする

教員の略歴 マンガ家21年　アニメデザイナー11年　講師歴26年

授業の学習
内容

CLIPSTUDIO PAINTでモノクロマンガ作品の作り方を練習します。
マンガ作品のクオリティを上げるためのデジタルの機能を学びます。
背景の描き方を練習します。

到達目標　
CLIPSTUDIO PAINTで、これまでよりクオリティの高いモノクロマンガ作品が制作できるようになる
背景が描けるようになる

担当教員
小高みち

る
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一1年Bクラス

科目名 デジタルコミックⅡ

必修
選択

選択 年次 2年



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義　実技

2 5月13日 講義　実技

3 5月20日 講義　実技

4 5月27日 講義　実技

5 6月3日 講義　実技

6 6月10日 講義　実技

7 6月17日 講義　実技

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

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Bクラス

科目名 デジタルマンガ制作A

必修
選択

担当教員
小高みち

る
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2年

面白いマンガはなぜ面白いのか
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

教員の略歴 マンガ家21年　アニメデザイナー11年　講師歴26年

授業の学習
内容

マンガ作品における「エピソード」「キャラクター作り」「構図、演出」など、物語を面白くする要素につて課題で練習しながら学び
ます。
オリジナル作品制作をします→個別添削します。
夏休み中に、2ページ～4ページの短編を完成させます。

到達目標　
エピソード、キャラクターの個性、演出、などを意識して作品を作ることができるようになる。
「金の卵展」に完成作品を提出する
夏休みに短編作品を完成させる。

評価方法と基準
課題＝50%　作品の完成度＝50%

この授業では、課題にいかに取り組んだかと〆切を守って作品を完成できたかどうかを重視します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自己分析とキャラクター作り　「性格」とは
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

好きなマンガの好きなシーンを模写する
何を意図してそう描いたか、を考える

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

一番描きたいシーンを描く
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

イントロを演出する
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

誰が見ても「かわいい」登場シーンを演出する
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

「負けたくない」のシーンを演出する
個別添削

「金の卵展」作品を完成させる

「ありがとう」のシーンを演出する
個別添削

「金の卵展」作品を完成させる

キャラクターの性格を意識して同じシーンを描き分けする
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

エピソードを考える
「無口でわらわないコを笑わせるには」
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

エピソードを考える
「下手だけどすご努力している→どんな努力、を考える」

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

ストーリーの組み立て方　王道を知る
好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

作品分析　何を意図してそう描いたか、を分析する
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

　【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

好きなマンガの好きなシーンを暗記して描く
個別添削

好きな作品の好きなシーンを集めて、何がそう指
摘になるのか、を分析する

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 講義と実技

2 5月14日 講義と実技

3 5月21日 講義と実技

4 5月28日 講義と実技

5 6月4日 講義と実技

6 6月18日 講義と実技

7 6月25日 講義と実技

8 7月2日 講義と実技

9 7月9日 講義と実技

10 7月16日 講義と実技

11 9月3日 講義と実技

12 9月10日 講義と実技

13 9月17日 講義と実技

14 9月24日 講義と実技

15 10月1日 試験

前回作成したデータの復習

前回までの基本を復習しておく

前回作成したデータの復習

前回作成したデータの復習

前回作成したデータの復習

レイアウトの基本となる、ワイヤーフレーム
を作成してみます(1) データのバックアップ手段を確立しておく

レイアウトの基本となる、ワイヤーフレーム
を作成してみます(2) 前回作成したデータの復習

Webページを表示するための基本、HTMLの
基本的タグを使えるようにします

前回作成したデータの復習

HTMLとCSSの基礎を通して、普段使っているようなWebページがどのようにでき上がっているかを分析、制
作できるようにします。

講義中の課題への取り組み度、理解度で採点します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

2

担当教員 横川

広告系印刷会社勤務後、フリーディレクター。デザイン、Webプログラミング、写真撮影、イベント企画など、顧客のリクエストに合わせて活動中。

卒業に向けて始まる就職活動の一環として、企業の担当者に見ていただくための個人のポートフォリオWebサ
イトを作ります。そのために必要なHTML、CSSを中心としたWebプログラミングを、チュートリアルを通し
て体験します。後期には自力でアレンジ、さらに相手に見てもらうという視点も必要になるので、ただ課題を
こなすのではなく、自分で作ることを踏まえて基礎を着実に固めてほしいと思います。

必修
選択

授業
形態 実技
総時間

（単位）クリエーティブデザイン科昼間部一2年Cクラス

Web2
選択 年次

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

科目名

学科・ｺｰｽ

前回作成したデータの復習

前回までで完成したページをひと通り復習

7月までのデータを確認しておく
JQueryやCSSのアニメーションを使用し
て、最近の主流である、動きのあるパーツを

最近の主流デザインのパーツを、チュートリ
アルを通してつくってみます

　授業時にプリントを配布しますので、ファイリングするようにしてください。

東京コミュニケーションアート専門学校

前回作成したデータの復習

前回作成したデータの復習

前回作成したデータの復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

最近の主流デザインのパーツやページを、
チュートリアルを通して作ってみます

最近の主流デザインのページや、動画の扱い
方などをチュートリアルを通して作って

課題評価試験

デザインを整える、CSSの基本的使用法を
使えるようにします

CSSを使ってスマホなどで表示するための
デザインを整えます(1)
CSSを使ってスマホなどで表示するための
デザインを整えます(2)
PCなどでも表示するためのレスポンシブの
基本を使えるようにします

写真を大きく配置する、現在の主流デザイン
を作ってみます

表組みや入力フォームを作ってみます

Webページレイアウトをするための、ワイ
ヤーフレームを作成してみます



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義・実技

4 5月19日 講義・実技

5 5月26日 講義・実技

6 6月2日 講義・実技

7 6月16日 講義・実技

8 6月23日 講義・実技

9 6月30日 講義・実技

10 7月7日 講義・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 講義・実技

14 9月15日 講義・実技

15 9月22日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


担当講師が作成したオリジナル資料を講義毎に配布。

東京コミュニケーションアート専門学校

『ジュブナイル』の特性を理解し、プロットを作成 学習内容をプロットに反映

課題評価試験

準備学習　時間外学習 投稿用作品の作成と、小説へのより深い理解を目指す

物語の進行に応じた『感情』を書く 学習内容を作品に反映

『連作短編』の特性を理解し、プロットを作成 学習内容をプロットに反映

『群像劇』の特性を理解し、プロットを作成 学習内容をプロットに反映

王道的な主人公と流行の主人公の差を考察・認識 学習内容を作品に反映

『ミステリ』の手法を知り、他ジャンルに活用する 学習内容を作品に反映

『ライト文芸』の手法に対する理解を深める 学習内容を作品に反映

二者の相関関係による『解決』を技術的に理解 学習内容を作品に反映

タイトルから第一章終了までの流れを考察 学習内容を作品に反映

モチーフによる『作品の統一感』を作成できるようになる 学習内容を作品に反映

商業的な『パッケージ』の重要性を理解 講義内容を振り返る課題を提出

『オリジナリティ』に関しての考察 学習内容を作品に反映

キャラクターの『背景』と『動機』の重要性を理解 学習内容を作品に反映

評価方法と基準
講義への理解度　50％　（学生自身の作品をもとに、今後の方向性の模索ができているか、また、それに応じた技術を身につ
けられているかを評価する。提出課題においてはジャンルを問わず習熟度を評価する）
投稿用作品　50％　（ジャンル特化の配慮や講義内容の反映度にて評価する）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

新人賞の傾向・ジャンルの分析 レポート提出

教員の略歴 2002年度ノベル大賞（集英社）読者大賞受賞。作家歴18年。

授業の学習
内容

各出版社の新人賞での受賞を具体的目標とした作品、またプロの目線による商業的価値のある作品を制作する。
１年次よりもさらに技術的に優れた作品、また、ジャンルに特化した作品を目指す。

到達目標　
自身の作品の方向性を模索する。
キャラクターの掘り下げ、ジャンルに特化した文章技術や構成など、商業的な需要を意識した作品を制作し、いずれかの新人
賞へ投稿する。

担当教員 ココロ直
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Cクラス

科目名 小説制作ⅡB

必修
選択

選択 年次 2



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月17日 実技

2 4月24日 実技

3 5月8日 実技

4 5月15日 実技

5 5月22日 実技

6 5月29日 実技

7 6月5日 実技

8 6月12日 実技

9 6月19日 実技

10 6月26日 実技

11 7月3日 実技

12 7月10日 実技

13 9月4日 実技

14 9月11日 実技

15 9月18日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　2年Cクラス

科目名 小説制作ⅡＣ

必修
選択

担当教員
かすがま

る授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

「現代カースト」について学び執筆 進級制作へ向けての準備

教員の略歴 学習塾を経営し国語を指導。小説家になろう大賞2014優秀賞受賞、以後著作複数。

授業の学習
内容

　社会科学、自然科学、時事問題など広範なテーマを執筆活動に役立たせることを前提に紹介・解説し、教養の充
実と発想力の向上とをねらう。また、短編制作とその書評を繰り返すことで表現や演出の技法を個別に指導する。
希望者には、長編制作における諸技術をフォローする。なお「三幕構成」の習得は必須のものとする。

到達目標　 小説としての応用的な発想・叙述ができる。

評価方法と基準
中短編の形でアウトプットできれば可、長編の形にアウトプットできれば良、投稿レベルのものをアウトプットできれ
ば優とする。なお、授業内提出物50％、出席率50％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）

「ジェンダー」について学び執筆 同上

「アイデア出し」について学び発案 同上

「タイトル」について学び発案 同上

「表情」について学び執筆 同上

「迷信」について学び執筆 同上

「名刺ＳＳ」の活用と実践 同上

「物語の種」について学び発案執筆 同上

「短編小説」について学び執筆 同上

「性善説・性悪説」について学び執筆 同上

「年齢別心理」について学び執筆 同上

「事件Ａ」について学び執筆 同上

「事件Ｂ」について学び執筆 同上

　【使用教科書・教材・参考書】　


都度配布

東京コミュニケーションアート専門学校

全体を振り返り、考え、書く。 全作品提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 締め切りに合わせての制作進行



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 実技

3 5月20日 実技

4 5月27日 実技

5 6月3日 講義

6 6月10日 実技

7 6月17日 実技

8 6月24日 実技

9 7月1日 実技

10 7月8日 演習

11 7月15日 演習

12 9月2日 講義

13 9月9日 実技

14 9月16日 講義

15 9月30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

反省会 レポート提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習

オーディション本番

収録準備 収録可能な資料を揃える

収録本番

シナリオ制作・完成 シナリオ提出できるようにする

オーディション原稿制作、全納品

オーディション説明

シナリオ制作 シナリオを進める

シナリオ制作 シナリオを進める

シナリオ制作 シナリオを進める

プロット作成 プロットを進める

プロット作成 プロットを進める

プロット完成 プロット提出できるようにする

評価方法と基準 出席、及び納品完成物のみ

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

チーム分け、及び制作作品決定

教員の略歴 シナリオライター、およびゲーム、アニメーションプロデューサー

授業の学習
内容

ドラマCD収録及び、音響制作、読み聞かせ会の実施に関わるグループ制作、
及びメディアミックス業界におけるライティングポジションの実習経験
文章表現＆世界観指示、ディレクター作業の実習経験等
外部との折衝、交渉

到達目標　
自己選択、管理責任による納品物完成。
ドラマCD完成、及び、読み聞かせ本番実施

担当教員 宮本
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一2年Cクラス

科目名 文章表現演習A

必修
選択

選択 年次 2



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・実技 【課題１】写真素材の集め方ー編集 葛西の〇〇の部分を探してくる（60分）

3 5月20日 講義・実技 フォーマットにデザインするとはー 隠れたフォーマットをみつける（45分）

4 5月27日 講義・実技 タイポグラフィーとはー テキストを完成させる（60分）

5 6月3日 実技 イラストレーターデータの作成〜校正 データの完成（60分）

6 6月10日 実技 ポスター（A3）をプリントする プリントアウトを完成させる（30分）

7 6月17日 講義・実技 【課題2】8ページの冊子デザイン 色について調べてくる（45分）

8 6月24日 講義・実技 取材〜素材探し、テーマに対する絞り込み 各自のテーマを決めてくる（60分）

9 7月1日 講義・実技 素材の加工〜誌面デザイン データの完成（60分程度）

10 7月8日 講義・実技 テーマを掘り下げた内容の検討、ラフ案 素材を集めてから再構成させる（45分）

11 7月15日 講義・実技  編集に必要な構成要素をまとめる            InDesignデータの作成（60分）

12 9月2日 講義・実技 InDesignのフォーマット作成 InDesignデータの作成（60分）

13 9月9日 講義・実技 PhotoShop、Illustratorのフォーマット InDesignデータの作成（60分）

14 9月16日 講義・実技 最終データの制作方法 プレゼン準備（60分）

15 9月30日 講義・試験

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　特に指定の教科書はないが、参考になる本や資料などは都度、紹介する。

プレゼンテーション試験（個人orグループ）

教員の略歴

授業の学習
内容

①「表現するために必要な編集実務のデザイン技法を身につけ、実際の成果物（＝ポートフォリオ等）として製作す
るため」
②「編集系の授業（写真・InDesignオーサリングなど）ー特に３・４時限目の遠藤先生の編集ゼミと連携して進めて
いく」
③「デザインに対して偏見や苦手意識をなくし、自分を表現するための手段として活用できる」 ④「編集とは何
か？」「デザインとは何か？」から、コンテンツを主体に考えて、具体的な解決方法としてデザイン技法を活用でき
るようになり、メディアも印刷物のみならずwebでも表現することができる。（ズバリ、就職に強い人材育成）

到達目標　

①A3サイズ（横）に「葛西（西葛西）と〇〇」をテーマに写真を撮影し、１枚のプリントとしてまとめる。（学園祭に掲示
予定）
②「色」をテーマに各自で掘り下げていき、A4×８ページの冊子を作成する。
③特定のフリーペーパーまたは広報誌とコラボレーションして、編集物の１企画を制作する。（予定） ④自分自身の
ポートフォリオ（ポートフォリオ的まとめの本）の作成。（個人またはグループも可）

評価方法と基準

1)実技課題（提出物）が70％、平常点30%（平常点は授業態度、提出期限、プレゼンテーションが各10%） 準備学習：
編集系授業での課題をこなせない場合は、自習時間を使ってやってくる。（60分程度） 事後学習：特にInDesignのア
プリケーションは授業内だけではなく、授業終了後も復讐をし、不明な点は明らかにしておくこと。（60分程度）

（株）リクルートで制作ディレクター、その後TCAの立ち上げから参加し、モジタマブックvol.00〜10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）

導入授業：デザインとは？

担当教員 荒井
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼一2年C

科目名 編集ゼミ

必修
選択



東京コミュニケーションアート専門学校



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義と実技

2 4月28日 講義と実技

3 5月12日 講義と実技

4 5月19日 講義と実技

5 5月26日 講義と実技

6 6月2日 講義と実技

7 6月16日 講義と実技

8 6月23日 講義と実技

9 6月30日 講義と実技

10 7月7日 講義と実技

11 7月14日 講義と実技

12 9月1日 講義と実技

13 9月8日 講義と実技

14 9月15日 講義と実技

15 9月22日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Aクラス

科目名 コミックイラスト制作III(卒業制作）

必修
選択

担当教員 松岡耕史

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3年

就職、デビューに向けての動機付け、自己PR方法など講義。学生個々の
作品、ポートフォリオを見てスキルチェック。卒業制作と年間課題＿イラス
トカレンダー制作説明

カレンダーデザインについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

教員の略歴
月刊漫画『ガロ』でデビュー、『イラストレーション』誌、ザ・チョイス年度賞入賞。谷岡ヤスジ氏のアシスタントを経て、フリーランス。企業カレンダーやポンキッキーズのキャラクターデザイ
ンなど広告、出版、映像業界で多岐にわたり活動。近著に「イラスト、漫画のための配色教室」、「構図の描画教室」、「エフェクトグラフィックス」（（MdN)などがある。

授業の学習
内容

イラストレーションは現在、様々な社会のフィールドで、コミュニケーションの手段として幅広く活用されており、エンターティメントなどの文化的、商業的活動に
おいては、無くてはならない表現方法となっています。このイラストレーションの魅力を認識しながら、知識と表現力を身につけ「描く力」を基礎として、作品制作
をしていく授業です。また就職やデビューを目指す企業や業界の情報を収集して、自己PR、セルフプロデュース能力を身に付けていきましょう。目標達成のた
めに具体的に行動し、ひとつひとつのハードルをクリアしながら、毎週一歩ずつ進んでいきましょう。絵を描く意味、コミュニケーションツールとしてのイラスト
レーションの創作の喜びを再認識しましょう。毎回、できるだけ全員に就職、デビューに向けての進行状況を聞きたいと思います。そして、この授業の一番の
テーマは、「絵を描くことを嫌いにならない」です。皆さんは、卒業後にそれぞれの道を歩んでいきます。これからの長い人生いろいろなことがあるでしょう。そ
のときに「自分には絵がある」と思ってください。その思いが、苦しいときにはあなたを助け、うれしい時には喜びに彩を加えてくれることでしょう。　
　　
　　
　　

到達目標　

①在学3年間の学習の集大成である卒業制作作品を制作して、卒業制作展(we are TCA2021)において展示公開することができる。
②卒業制作作品集PIECE2021に作品を入稿することができる。
③卒業制作展(we are TCA2021)で展示する自作のカレンダー作品を制作することができる。
④就職活動やデビューのためのポートフォリオを完成することができる。

評価方法と基準 課題制作（課題のクォリティー、提出率）、授業への取り組み（積極性、授業態度）、準備学習　時間外制作。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）ラフチェック１。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーデザインについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）ラフチェック2。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーのイラストレーションについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）進行チェック1。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーのイラストレーションについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）進行チェック2。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーのイラストレーションについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）進行チェック3。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーの日付フォントについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。金の卵展(出品希望者）進行チェック4。
就職、デビュー活動状況チェック。

カレンダーの日付フォントについて調べる
ポートフォリオブラッシュアップ

コミック表現とイラストレーションについての考察。卒業
制作準備。

卒業制作のテーマを考える
ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。就職、デビュー活動状況チェック。
卒業制作のテーマを考える

ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。就職、デビュー活動状況チェック。
卒業制作のラフ案を考える

ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。就職、デビュー活動状況チェック。
卒業制作のラフ案を考える

ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。就職、デビュー活動状況チェック。
卒業制作の下絵をつくる

ポートフォリオブラッシュアップ

課題作品制作。就職、デビュー活動状況チェック。
卒業制作進行

ポートフォリオブラッシュアップ

　【使用教科書・教材・参考書】　課題作品の制作ごとに指示します。必要に応じて資料等配布します。

東京コミュニケーションアート専門学校

課題作品制作。夏休み中の就職、デビュー活動状況報告。卒業制作進行
チェック。

卒業制作進行
ポートフォリオブラッシュアップ

課題評価試験

準備学習　時間外学習 作品制作のための参考資料の準備。常に完成を目指してポートフォリオをブラッシュアップする。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義　実技

2 4月27日 講義　実技

3 5月11日 講義　実技

4 5月18日 講義　実技

5 6月1日 講義　実技

6 6月8日 講義　実技

7 6月15日 講義　実技

8 6月22日 講義　実技

9 6月29日 講義　実技

10 7月6日 講義　実技

11 7月13日 講義　実技

12 7月20日 講義　実技

13 9月7日 講義　実技

14 9月14日 講義　実技

15 9月21日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Bクラス

科目名 デジタルコミックⅢ

必修
選択

担当教員
小高みち

る
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3年

CLIPSTUDIO PAINT　復習
指示に従って作業する

マンガ作品制作に使える3Dのフリー素材に
どんなものがあるかを調べる

教員の略歴 マンガ家21年　アニメデザイナー11年　講師歴26年

授業の学習
内容

マンガ作品制作において3D素材の利用は急速に広がっています。。
CLIPSTUDIO　PAINTで３Dを使って背景や小物を描くことで、作品制作の時間短縮とクオリティアップが見込めます。
この授業では、CLIPSTUDIO PAINTの使い方を総復習するとともに、LightWaveで3Dオブジェクトを作成し、CLIPSTUDIO PAINT
で絵として仕上げるまでを練習します。

到達目標　
LightWaveで簡単なⅢDオブジェクトを作れるようになる。
ClipSTUDIO PAINTで３Dオブジェクトを操作し、作画の補助として利用できるようになる。
3Dデータを、マンガ作品制作に生かせるるようになる。

評価方法と基準

出席＝20%　授業に取り組む姿勢＝40%　課題＝20%　実力＝20%

・出席しただけで、授業に参加していない場合は出席したことになりません。
・この授業では、3Dデータを作成する技術が高いかどうかではなく、作成した3Dデータをマンガ作品制作に生かせるようになる
かどうかを重要視します

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

CLIPSTUDIOPAINT復習
3D素材の操作方法を覚える

マンガ作品制作に使える3Dのフリー素材に
どんなものがあるかを調べる

CLIPSTUDIOPAINT　3D素材の操作方法を覚える
CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

LW　コップ　ワイングラス、テーブルを作る
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

LW　アーチ形の窓を作る
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

iPhonを作る、ファンタジーの城を作る1
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

iPadを作る、ファンタジーの城を作る2
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

ベンチを作る、ファンタジーの城を作る3
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

ガゼボを作る、ファンタジーの城を作る3
→CSPに読み込んで絵にする

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

主人公の部屋を作る1
床、窓、ベッド

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

主人公の部屋を作る2
机、椅子、本だな、照明、エアコン

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

主人公の部屋を作る3
キーボード、モニタ

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

主人公の部屋を作る4
ベンダ、室外機

CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

　【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

完成していない課題を完成させる
CSPで3Dデータを使って小物や背景を描く練
習をする

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 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 実技

14 9月24日 実技

15 10月1日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Cクラス

科目名 卒業制作C
必修
選択

担当教員 野添梨麻
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

作品の再起動：これまで書いた作品を「資源」とみなし、総決算
の卒業制作に向けて見直し、再検討をする。

筆記用具、USBメモリなど、メモのとれるものを持って来てください。筆記用
具は常に持っているようにしてください。

教員の略歴 フリーライター。アニメ、ドラマの脚本およびその作品の絵本化、ノベライズ。マンガ原作、エッセイ、紀行文、新聞雑誌の記事を手がける。

授業の学習
内容

自分にできることとできないことを見きわめる。方向性（作品、生き方の両方）をはっきりさせる。自作品の
工程とスケジュールの管理をする。リアリティを意識して五感で表現をする。

到達目標　 面白いものを書く。原稿料を得る。三年間の集大成になる作品を全力で作る。

評価方法と基準 評価点：日頃の提出物と筆記試験あわせて最高100点。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自分のための企画書：卒業制作を自分専用の企画書の形に
する。その後、本編の制作に着手。

新型肺炎が自分の生活におよぼした影響を書き
留めておく。

物語の制作過程：拙作アニメ『ほしの島のにゃんこ』を教材に、
どうしてこういう話になったのかの制作過程を公開。

ライトノベル以外のジャンルの娯楽を体験し
ておくこと。

物語の制作過程：拙作アニメ『星のカービィ』を教材に、どうして
こういう話になったのかの制作過程を公開。

改元に際してどう思ったか。感想を書いてお
く。

物語の制作過程：拙作ドラマ『超星神グランセイザー』を教材
に、どうしてこういう話になったのかの制作過程を公開。

「5月といえば？」気が付いた出来事や年中行事
を書き留めておく。

映像表現と作劇術：同じエピソードでも客層によって反応が違
う？　具体例を映画『男はつらいよ』から。

筆ペンで百人一首の和歌を一首書きとる。

映像表現と作劇術：同じ小道具をどう呼ぶかでキャラクターの
違いを見せる技術。映画『ハードウエイ』から。

「6月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

映像表現と作劇術：時間経過のサスペンスの見せ方。ドラマ
『24』から。 古典落語の噺（はなし）を調べておく。

映像表現と作劇術：通勤風景を描写しながらキャラクターも立
てる技術。映画『ワーキングガール』から。 歌舞伎の物語を調べておく。

映像表現と作劇術：同じテーマなのに正反対の印象に仕上がる表現の違い。映画
『サウンドオブミュージック』『禁じられた遊び』から。

「7月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

映像表現と作劇術：よく知られた古典も解釈の仕方で違った見
せ方ができる。ディズニー映画『シンデレラ』から。 クラシック音楽を聞いておく。

映像表現と作劇術：キャラ立てと伏線の張り方の
お手本。映画『エアフォースワン』から。

「8月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

映像表現と作劇術：主人公の気持ちを表すための
演出。映画『雨に唄えば』から。

「9月といえば？」気が付いた出来事や年中
行事を書き留めておく。

　【使用教科書・教材・参考書】　


毎回プリントを出します。紙ベースでも配りますが、データで持って帰りたい場合はUSBなどのメモリを持参してください。

東京コミュニケーションアート専門学校

映像表現と作劇術：ラストシーンのバリエーション。
映画『シェーン』『北北西に進路をとれ』から。

名作映画を一本見ておく。

課題評価試験

準備学習　時間外学習 時間外学習：視野をひろげること、自分から情報を取りに行く姿勢を身につけることに主眼を置いています。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月19日 講義と実技

2 4月26日 講義と実技

3 5月10日 講義と実技

4 5月17日 講義と実技

5 5月24日 講義と実技

6 5月31日 講義と実技

7 6月7日 講義と実技

8 6月21日 講義と実技

9 6月28日 講義と実技

10 7月5日 講義と実技

11 7月12日 講義と実技

12 7月19日 講義と実技

13 9月6日 講義と実技

14 9月13日 講義と実技

15 9月27日 試験

個別のポートフォリオ指導と作品実習

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

個別のポートフォリオ指導と作品実習

東京コミュニケーションアート専門学校

イラストレーションⅢA科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3

個別のポートフォリオ指導と作品実習 就職活動用ポートフォリオの更新

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Aクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

①ポートフォリオ添削・・・実際の就職活動により有効なポートフォリオとするべく個別に指導、添削する
②作品作成指導・・・主にUIのアイコン制作や世界観設定の絵を描くための方法とその作成を目指す
③パース復習・・・②を行うにあたって、パースのおおまかな概念を復習を兼ねて再学習する
④インプット講義・・・ゲームグラフィッカーを目指すものとして、最低限知っておくべき知識を少しずつだが吸収して
もらう

到達目標　
①ゲーム業界への就職につながる、偏りのないポートフォリオを完成させる
②ポートフォリオ完成に不足している作品、技術を補完する
③就職してからのデザイン業務に不可欠なインプットを補完する

担当教員 納口龍司

２D、３Dともに経験のある、ゲームグラフィックデザイナー。代表作「牧場物語　わくわくアニマルマーチ」
「科学未来館展示アナグラのうた」等。現在「マイクリプトヒーローズ」「マイクリプトサーガ」のアートディレ
クション、キャラデザイン等を担当

評価方法と基準
授業の性質上、出席率を最重要項目とし、50％とする
ポートフォリオ添削し、最終的に就職活動に使用するポートフォリオの完成度を評価の50％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）

課題評価試験 ポートフォリオ提出

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


個別のポートフォリオ指導と作品実習

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

就職活動用ポートフォリオの更新

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習

個別のポートフォリオ指導と作品実習



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と実技

2 5月14日 講義と実技

3 5月21日 講義と実技

4 5月28日 講義と実技

5 6月4日 講義と実技

6 6月18日 講義と実技

7 6月25日 講義と実技

8 7月2日 講義と実技

9 7月9日 講義と実技

10 7月16日 講義と実技

11 9月3日 講義と実技

12 9月10日 講義と実技

13 9月17日 講義と実技

14 9月24日 講義と実技

15 10月1日 試験

3

担当教員 尾澤祐司
授業
形態

実技
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Bクラス

科目名 クリエーティブワークIIID

必修
選択

選択 年次

教員の略歴 竹書房編集部5年勤務後、デザイン、編集の事務所設立。現在に至る。

授業の学習
内容

クロッキーの様々な技法で基本的な画力アップを図る。および漫画以外のアートの学
習と実習。美術館等課外授業。また、動物園、公園等のスケッチ。映画鑑賞からカット
割り等も学ぶ。卒業に向けポートフォリオ作品作成。

到達目標　

作品の独創性を最優先する。技巧が多少劣っていても今まで見たことのないような世
界観を作ってくれることを期待したい。また、実社会での仕事のリアルな覚悟を知って
もらいたい（「稼ぐ」とはどういうことか）。

評価方法と基準
作品の独創性と画力を評価（学習以前より確実に画力がアップしていることが評価基
準）。独創性を客観的には評価しにくいが、その萌芽、志が見られれば良しとしたい。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

鉛筆クロッキー（人物）＆原作付き漫画作成

鉛筆クロッキー（人物）＆原作付き漫画作成

鉛筆クロッキー（布）原作付き漫画作成 原作付き漫画作成

上の動物園スケッチ

コンテクロッキー（人物）＆2p漫画作成

コンテクロッキー（人物）＆2p漫画作成 ＆2p漫画作成

コンテクロッキー（布）＆2p漫画作成 ＆2p漫画作成

新宿御苑スケッチ

映画鑑賞カット割りコンテ作成

ポートフォリオカラーリング作品作成

ポートフォリオカラーリング作品作成

ポートフォリオカラーリング作品作成

美術館課外授業

　【使用教科書・教材・参考書】

鉛筆4B以上。コンテ。水彩絵の具。

東京コミュニケーションアート専門学校

映画鑑賞カット割りコンテ作成

課題評価試験

準備学習　時間外学習

1



120時間

4単位

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義・実技

4 5月19日 講義・実技

5 5月26日 講義・実技

6 6月2日 講義・実技

7 6月16日 講義・実技

8 6月23日 講義・実技

9 6月30日 講義・実技

10 7月7日 講義・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 講義・実技

14 9月15日 講義・実技

15 9月22日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


学生の制作進行・状況を見て、適時考える。

東京コミュニケーションアート専門学校

全体的な作品の進行具合と学生の状況を見て、　　　適
時、プリントを配布し講義を進める。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

課題評価試験
準備学習　時間外学習 各学生のネーム・作品創り。

全体的な作品の進行具合と学生の状況を見て、　　　適
時、プリントを配布し講義を進める。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

全体的な作品の進行具合と学生の状況を見て、　　　適
時、プリントを配布し講義を進める。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

全体的な作品の進行具合と学生の状況を見て、　　　適
時、プリントを配布し講義を進める。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

表現物と密接に関連する価値観」という言葉について
考える。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

「金の卵展」を終えて、作品を振り返る。
（現状で商品を目指せる内容・技術）ですか？

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

「金の卵展」を終えて、作品を振り返る。
（現状で商品を目指せる内容・技術）ですか？

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

構成とは？構成力を高める時に留意すべきこと　を考
える。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

「演出」について考える。
キャラに対しての演出は的確か？

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

「オリジナリティー」に対しての考察。
独創性って？

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

面談し、各学生のデータ収集をする。　　　　　　　　　　　　　　現
時点での皆さんの作品の総合的な特徴とは？

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

「生活」という側面から見た『漫画を描いて「社会人・職
業人」になる事』とは？を考える。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

デビューを目指すほとんどの人が最終的に残す　問題
に対しての理解。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

面談し、各学生のデータ収集をする。
前期で「どこまで行きたいか」目標を設定。

デビューを目指すネーム・作品創り。学校外の　　　　自
分の時間を如何に漫画に使うかが勝負！

教員の略歴
池上遼一氏のアシスタントを経て、赤塚不二夫氏（フジオ・プロ）のチーフ・アイデア・ブレーンをつとめる。（フジオ・プロ）のブレーンとの共著を幼
年誌中心に掲載。TCAでの講師実務歴は「1・2・3・年マンガ制作」や「2年背景効」等を担当して10年。

授業の学習
内容

デビューを目指し（可能なら在学中に）その後の仕事の獲得に備える。
３年生のその他の授業と連携、各学生の作品レベルの情報の共有。
「金の卵展・EXTRA」意外に２作（最低年4作）は描き、デビューを狙っていく。

到達目標　

入学以来、制作を続けた「各自の漫画」の集大成の作品創り。
全般的な技術の底上げを図る。
最も重要な目標はデビューに近づく作品創り。「在学中のデビュー・仕事の獲得」を目指す。

評価方法と基準

作品の内容・クオリティーの高低　➔
　☆キャラクターの面白さ
　☆ストーリー創りや構成の巧みさ
　☆演出力の豊かさ
　☆キャラクターの描写技術
　☆背景効果の描写技術など。
　☆描いた作品数や、作品創りに対する姿勢。
　☆最終的には（作品が商品になる）内容を伴っているか？

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 岩崎　誠
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部一　3年Bクラス

科目名 卒業制作A
必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と実技

2 5月14日 講義と実技

3 5月21日 講義と実技

4 5月28日 講義と実技

5 6月4日 講義と実技

6 6月18日 講義と実技

7 6月25日 講義と実技

8 7月2日 講義と実技

9 7月9日 講義と実技

10 7月16日 講義と実技

11 9月3日 講義と実技

12 9月10日 講義と実技

13 9月17日 講義と実技

14 9月24日 講義と実技

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】

卒業制作B
担当教員 二宮博彦

オリジナルマンガ連載１０年以上　講師歴、尚美学園大学、浜松ルネサンスアカデミー、滋慶学園仙台校（2016〜2019）東京校
（2006〜）名古屋校（2020〜）担当はマンガ制作、背景効果など

課題評価試験

準備学習　時間外学習 基本、原稿制作は自宅で行う、課題の復習や授業課題の残りやネームは自宅で行う

EXTRA に向けての状況確認をする。 ネームプロットをチェック、話の筋道など考える。

ストーリー構成再確認と課題練習 EXTRAの原稿制作状況と注意点の把握をする。

EXTRA原稿の最終確認、状況チェック 前期の授業を踏まえて、後期に繋ぐ計画作り。

資料に添ったキャラや状況を作る。その２ 資料から世界観までを作り上げる。

夏休み前の原稿状況チェック。 夏休みのスケジュール見直しと目標作成。

夏休み後の原稿チェック。目標再確認

休み中の状況をチェックする。 EXTRAのネーム＆プロットチェック

夏休みの作品状況を省みて、今後に活かす。

卵展の原稿のチェックと課題練習を行う 既存作品の情報を咀嚼して作品制作に活かす練習

卵展原稿最終確認。ネーム練習 自分也のオリジナル作品作り。締め切り確認

資料に添ったキャラや状況を作る。その１ 原稿リテイク。目標再確認

GW中の状況確認、作業計画の再チェック。 GW中の制作修正点から、今後を再計画、再目標。

卵展に向けてのスケジュール確認と計画表作成。 ６月末締め切りに向けての課題作成と目標。

卵展原稿のチェックと課題。コマ割り練習。 作品チェックの反省を踏まえ今後に向けて考える。

評価方法と基準

  減点方式にて成績付け。 学生は最初に１００点もって授業を受け始めます。 毎回の提出課題でその授業で会得す
べき項目を理解しているか否かを 下記の用に定めて課題チェックをします。 ◎充分理解出来た上で、自分也に昇
華出来ている学生＝＋１ ◯ある程度の理解をしている＝０ △理解不足＝ー１ ●理解出来ていない、原稿として手
抜きに見える＝ー２ ×課題未提出＝−３ とし、出席率を加味した後の、残りを上記採点法にて換算する物とします。
因に欠席は−５点　遅刻（１限）ー３　遅刻２０分以下−１

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

今までの状況確認から今後を読み取る。 GW明けまでの宿題作成。これまでの反省点

教員の略歴

授業の学習内
容

マンガを制作する為の基本を１年２年時にどこまで身につけているかを見ながら進行する。思いついたネタをマンガ
原稿として完成して欲しい。そのために基本講義の後に練習課題を作成提出する方式で進行する。金の卵展や企
業課題、EXTRAの原稿作成は元よりお話し作りの手法やルールをしっかり身につけているかを常にチェックしながら
の講義となる。原稿を作成する作業が苦痛にならない様、問題点や悩みに向き合い一つづつ障害をクリアしていけ
る事が目標なので、常に学生の状況に応じて臨機応変なケアを旨に進めて行く。

到達目標　

これまで身につけたスキルを元に、自分の描きたいキャラや物語を自由自在に動かし、伝えたい思いを、読者に伝
える事が自然に出来る様な技術と精神面での作家性を養いつつサポートして行く。自分の思いを編集や他者に伝え
る事が出来る。今後どう歩んでいくのか？他者とのコミュニケーションの中から未来を見定め卒業後の原稿への取り
組み方も踏まえながら進めて行く。あくまでもマンガを描きながらその先を考えることを目標とする。

授業
形態

実技
総時間
（単位）

科目名

必修
選択

選択 年次 3年

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Bクラス



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 実技

2 5月13日 実技

3 5月20日 実技

4 5月27日 実技

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 実技

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 実技

13 9月9日 実技

14 9月16日 実技

15 9月30日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


都度配布

東京コミュニケーションアート専門学校

全体を振り返り、考え、書く。 全作品提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習 締め切りに合わせての制作進行

「ゲームの正体」について学び執筆 同上

「ネット小説」について学び執筆 同上

「ログライン」の復習とアイデア出しの実践 同上

「群集心理」について学び執筆 同上

「差別」について学び執筆 同上

「事件」について学び執筆 同上

「幸福」について学び執筆 同上

「物語の種」について学び発案執筆 同上

「短編小説」について学び執筆 同上

「アイデア出し」について学び発案 同上

「ギャップ」について学び執筆 同上

「友情」について学び執筆 同上

「ヘイト」について学び執筆 卒業制作へ向けての準備

教員の略歴 学習塾を経営し国語を指導。小説家になろう大賞2014優秀賞受賞、以後著作複数。

授業の学習
内容

　社会科学、自然科学、時事問題など広範なテーマを執筆活動に役立たせることを前提に紹介・解説し、教養の充
実と発想力の向上とをねらう。また、短編制作とその書評を繰り返すことで表現や演出の技法を個別に指導する。
そして、長編制作における諸技術を指導し、投稿作品のクオリティアップを図る。なお希望者には着想の段階から
の詳細なフォローを行う。

到達目標　 小説としての発展的な発想・叙述ができる。

評価方法と基準
長編の形にアウトプットできれば可、投稿レベルのものをアウトプットできれば良、新人賞突破をねらえるものをア
ウトプットできれば優とする。なお、授業内提出物50％、出席率50％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
かすがま

る授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部一　3年Cクラス

科目名 ストーリー制作Ⅱ

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・実技

2 4月27日 講義・実技

3 5月11日 講義・実技

4 5月18日 講義・実技

5 6月1日 講義・実技

6 6月8日 講義・実技

7 6月15日 講義・実技

8 6月22日 講義・実技

9 6月29日 講義・実技

10 7月6日 講義・実技

11 7月13日 講義・実技

12 7月20日 講義・実技

13 9月7日 講義・実技

14 9月14日 講義・実技

15 9月21日 試験

学科・ｺｰｽ ライトノベル＆小説作家専攻

科目名 　小説制作Ⅲ　

必修
選択

担当教員 淺沼
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 三年

観賞：三幕構成のおさらい・名作時間旅行作品 視聴後に議論、制作

教員の略歴 ２００２年に集英社スーパダッシュ文庫よりデビュー。以降７０冊以上の文庫作品を手がける。

授業の学習
内容

作品に触れるとともに内容を創作者側の視点から分解し理解する。
また自分一人ではなく同じ作品を鑑賞した人間と意見を交換し別の視点を取り入れる。
最終的には消費者の視点と創作者の視点、両方で作品を受け止められるようになることを目標とする。
また一回目以降の授業では出席している学生の趣味嗜好に応じて見せる作品の順番を変更することもある。
※２Ｆプレゼンルームが使えるかどうかによって順番が前後することがあります。

到達目標　

毎回、映画など映像作品を一作品視聴する。
作品の主人公の「動機・行動・結果」を自分なりに考えて授業ごとに提出。
作品内に存在するメインの軸とは別に立てられた「サブプロット」を考え授業ごとに提出。

評価方法と基準
授業ごとの提出物で１００点。一度の欠席で出席点は－５点となるため提出物をきちんと出すこと。
前準備として各自、毎週キャラクターとストーリーの存在する作品を自分で見つけて観賞すること。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

子供向け作品 視聴後に議論、制作

マリンスポーツ作品 視聴後に議論、制作

海外ミステリ作品 視聴後に議論、制作

国内外野系作品 視聴後に議論、制作

燃えるアニメ作品 視聴後に議論、制作

時間逆行SF作品 視聴後に議論、制作

国内時代作品 視聴後に議論、制作

海外戦争作品 視聴後に議論、制作

国内SF作品 視聴後に議論、制作

海外ドキュメント作品 視聴後に議論、制作

ホラー作品 視聴後に議論、制作

サスペンス作品 視聴後に議論、制作

　【使用教科書・教材・参考書】　


ノートPC（学校のものを使用）　リモート受講者はグーグルアカウント作成とグーグルドライブ＆ドキュメントアプリを使えるように準備をしておくこと

東京コミュニケーションアート専門学校

海外恋愛作品 視聴後に議論、制作

課題評価試験 制作物を提出

準備学習　時間外学習 各自作品を視聴後にクラスメートと論議すること



60時間

（　2　）

回数 日程 授業形態

1 4月22日 実技

2 5月13日 実技

3 5月20日 実技

4 5月27日 実技

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 実技

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 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 クリエーティブデザイン科昼一3年C

科目名 文章表現演習ⅡB

必修
選択

担当教員 荒井
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3年

『ジャンル分析』
『アイデア提案』
『作品の質向上』
を目的とし、

学生による『ディスカッション』
講師・学生による『講評会』
講師・学生による『討論会』
講師による『個別対応・添削』
などをフレキシブルに行う。

投稿用作品の
『アイデア検討』
『プロット作成』
『本文執筆』
『校正作業』
を順次、または複数並行して行う。

教員の略歴

授業の学習
内容

出版社が主催する新人賞の受賞を目標とし、少女向けライトノベル・女性向けライト文芸・一般文芸も意識した一般エンタメ。
これらのジャンルに特化した小説作品を制作する。ジャンル傾向と熱意を基準として各学年より５～１５％程の当科学生をゼ
ミ生として採用する。

到達目標　
ジャンルの特徴を理解し、学生の自主的な行動によって各自の作品の質を高めていくことを目標とする。特定の手順にとら
われることなくゼミ生同士の研鑽による学習の場となることを目指す。

評価方法と基準 投稿用作品　100点満点　（作品の質および読者へのアピール度など、プロと同じ商業的価値基準にて評価する）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

（株）リクルートで制作ディレクター、その後TCAの立ち上げから参加し、モジタマブックvol.00〜10の制作指導。

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 投稿用の高品質な小説作品を制作する。

　【使用教科書・教材・参考書】　


不定。場合によって学生からの提案を採用。
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