
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 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 講義と実技

15 9月21日 試験

プレゼンテーション-１と講評
自分の作品の進行状況を確認でき る

制作作品の修正
最終プレゼンに向けて準備でき る

プレゼンテーション-２（最終）
一つのテーマに沿っ て制作作品を確認でき る

各自のイメージをスケッチする

資料等の収集と修正と制作

制作ビジュアルの修正と制作

制作ビジュアルの修正と制作

ネーミングとロゴタイプラフデザインの制作

商品ロゴタイプの制作

パッケージのデザイン

不特定多数の人々に伝える方法を考える

パッケージの完成を目指す

制作中の作品の整理と制作

問題点の整理と修正

B2サイズの大判プリント

修正と制作

商品化又は広告を考える-1
商品又は広告を制作する事で市販製品を経験でき

る商品化又は広告を考える-2
広告（ ポスタ ー制作） を経験する

商品化又は広告を考える-3
パッ ケージの撮影陰影の表現を確認でき る

商品化又は広告を考える-4
商品写真の画像処理を経験する

商品化のネーミングとロゴタイプを考える
各自のイ メ ージがどのよう に資格伝達でき るか確認

テーマに沿ったビジュアル・アートを考え制作
各自のイ メ ージをビジュ アル化する体験でき る

ビジュアル制作と評価確認
他の作品と 自分の作品の違いを確認する

ビジュアル制作と修正チェック
修正前後作品の違いを確認する

ビジュアル制作と評価確認
修正と 違いを確認する

作品イメージと広告または商品化の関連性を考える
各自のイ メ ージがどのよう に資格伝達でき るか確認

　【使用教科書・教材・参考書】　


講義用ノート（B5)クロッキー BOOKは不可、筆記用具、USB、

課題評価試験

準備学習　時間外学習

評価方法と基準
評価方法
作品40%　/　授業態度30%　／　プレゼンテーション能力30%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

テーマを設定し各自イメージするビジュアル又はアートを制作して、商品化を考え広告を制作しプレゼンテーションをする。
●クリエイティブ作業の楽しさと各自の好きなビジュアルが社会に適応できることを体験できる。
新しいテクニックを学び、スキルとする事が可能になる。
アイディアを創り出す楽しさとプロになる為の準備をして2年時につなげて欲しい。

到達目標　

●一般社会をターゲットに考える事で、不特定多数の考えを理解できる。
●商品化を考え制作する事でロゴデザインの大切さが理解出来る。
●対象者を設定する事で、色彩心理や流行と理解できる。
●ポスターや広告を制作する事で、制作テクニックが身につく。
●プレゼンテーションをする事で、自己表現と伝達方法を身につける。

担当教員 Aiki kanoh

デザイン事務所、プランニングアフィスカノウ代表。広告、パッケージ等のデザインにとどまらず、
店舗プロヂュース等、幅広くクリエイティブ業務に携わっている。

クリエイティブワークⅠA科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

プレゼンテーション（自己表現）
考え方を説明でき る 現時点各自チャレンジ、描いたもの準備

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容



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

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Aクラス

科目名 コンピュータデザインベーシックA

必修
選択

担当教員 佐藤弘幸
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

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

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

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

　【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



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義と演習

2 5月14日 講義と実習

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

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二　1年Bクラス

科目名 　キャラクタードローイング

必修
選択

担当教員 肥後未央
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

1）photoshopでタブレットの使い方。2）書き味練習　3）自己紹介カード作成。　   塗り方練習で使用するため線画の作成

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

①一つのデザインの表現として、仕事の幅をひろげるためキャラクターを作成する方法を学ぶ。
②コンセプトを考えて作成することはキャラクターだけでなく、すべてのモノづくりの基本。キャラクターを作成しながら、その練
習を行う。
③コンセプトを考え、アイディア、世界観をまとめデザイン、設定を作成できるようになる。
①～③をふまえ前期は塗り方練習+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。

到達目標　
・コンセプトを考えてキャラクターを設定、作成し仕上げる。
・Photoshopで塗り方の方法を練習し、仕上げたいイメージで完成させることを目指す。

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。見やすくまとめられていること＊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）

1）練習1アニメ塗りベースの色塗り2）クリッピングマスクでの塗りができる。2）選択
範囲、アクションを使用。3）　ファイル形式の説明。　3）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。

1）授業内で終わらなかった場合、マインドマップを記入2）コンセプトを決め
る。次回授業でチェック。

1）ブラシツールのカスタムできる。　宇宙と星を作成。　2）練習1を仕上げる。3）イ
メージのサムネイル作成ができる。

1）授業内で終わらなかった場合アニメ塗りのベースまで仕上げる。2）キャ
ラクターA.B.Cのラフを5週までに作成。

1）練習2アニメ塗りからギャルゲ風塗りにアレンジすることができる。1）パスでの塗
りとぼかしレイヤー効果を理解する。2）自分の線画に応用することができる。

3）キャラクターコンセプト、ラフを説明できる。　2）練習2の仕上げ。

1）練習4水彩風の色塗りをめざす。　2）水彩ブラシを作成できる。3）水彩ブラシで作
画。

1）練習4つづき。自分の線画で応用し、水彩ブラシで仕上げ。 授業内で終わらなかった場合水彩風塗りを13週までに仕上げる。

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）授業内で仕上がらなかった場合、コンセプトボード資料を集める。（次回
授業で集めた資料を1枚にレイアウトする）

1）1回目からのキャラクター設定、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。

キャラクターの周り半径3m以内にどんなものがあるか設定ラフを作成。   

1）キャラクターのベースを設定できる。2）半径3m以内になにがあるか表現すること
ができる。

1）キャラクターの線画作成。2）構図ラフに陰影を入れることができる。 キャラクターのイメージにあわせて、カラーバリエーションを考えてくる。   

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

1）キャラクターのカラーリング決定。2）キャラクターカラーリング提出。
3）構図ラフに陰影を入れ提出。

　【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

塗り方練習課題、キャラクター設定発表することができる。講評会

課題評価試験

準備学習　時間外学習 ラフ作成、授業内締め切りに仕上がらなかったものは時間外学習としてすすめておくこと。



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　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 試験　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 試験　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二　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

実技
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

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

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二　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二　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22日 講義と実技

2 5月13日 講義と実技

3 5月20日 講義と実技

4 5月27日 講義と実技

5 6月3日 講義と実技

6 6月10日 講義と実技

7 6月17日 講義と実技

8 6月24日 講義と実技

9 7月1日 講義と実技

10 7月8日 講義と実技

11 7月15日 講義と実技

12 9月2日 講義と実技

13 9月9日 講義と実技

14 9月16日 講義と実技

15 9月30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

photoshop・Illustratorの操作テスト 各ツールの基本を復習

答え合わせと復習

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

名刺の印刷・カット

illustratorの基本・図形・パスファインダー Lesson課題 : 図形

illustratorの基本・変形・文字ツール Lesson課題 : パス

illustratorでのイラスト制作 Lesson課題 : パス

illustratorでのイラスト制作 Lesson課題 : パス

Photoshopとillustratorの復習・名刺づくり 基本操作の確認・復習

名刺づくり

illustratorの基本・各種ツールとパス操作

評価方法と基準 評価点（課題評価）　課題提出と締切の厳守

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

Photoshopの基本・各種設定とブラシツール

Photoshopの基本・レイヤーとマスク

Photoshopでのイラスト制作 Lesson課題 : 画像の選択

Photoshopでの画像加工 Lesson課題 : 画像補正

教員の略歴 2000年よりフリーのイラストレーター・漫画家で活動

授業の学習
内容

・業界のスタンダードアプリであるphotoshop、illustratorの各特徴や操作を理解し、デジタルツールを扱えるようにする
・アプリの基本から応用を身につけ、イラスト制作やデザインなどのクオリティアップに生かす。

到達目標　
・画像ソフトの基本・応用を身に付ける
・ポートフォリオ制作や就職時のスキルとして活用できるようにする
・デジタルイラストの特長を生かした作品作りができるようになる

担当教員 森永みぐ
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二　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23日 講義

2 5月14日 実技（プレゼン）

3 5月21日 実技（プレゼン）

4 5月28日 講義

5 6月4日 実技（プレゼン）

6 6月18日 講義（面談）

7 6月25日 実技（プレゼン）

8 7月2日 講義（面談）

9 7月9日 実技（プレゼン）

10 7月16日 講義

11 9月3日 実技

12 9月10日 講義（面談）

13 9月17日 実技（プレゼン）

14 9月24日 講義

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　

講義専用のノートを用意し、筆記用具は常に持参。必要な資料はプリントにて配布します。

東京コミュニケーションアート専門学校

デザイン演習７
前期の学びを総括します。

課題評価試験

準備学習　時間外学習

デザイン演習５
教室内を小さなマーケットに見立てて、
ロールプレイング的ワークショップを行います。

学習課題

プレゼン準備　レポート

デザイン演習６
前期の学びを総括して、実際に即したテーマの課題で
総合的なデザイン課題に取り組みます。

学習課題

プレゼン準備　レポート

デザイン演習３
デザインが「機能する」ということを課題に取り組むこ
とで
学ぶ課題に取り組みます。

学習課題

プレゼン準備　レポート

デザイン演習４
企画やアイデア（考え方）がデザインをおもしろく、
豊かにすることを学ぶ課題に取り組みます。

学習課題

プレゼン準備　レポート

デザイン演習１
「デザインマインド」の存在に気づき、学ぶ課題に
取り組みます。
今、持てる力でプレゼンに挑戦します。

プレゼン準備　レポート

プレゼン準備　レポート

デザイン演習2
世の中に溢れる「デザイン」の中から、
優れたデザインとは何か？を探る課題に取り組みます。

学習課題

プレゼン準備　レポート

評価方法と基準
課題の取り組みを中心に評価します。
※課題の取り組みは、課題の出来不出来のみではなく、「取り組む深度」「取り組む意欲」を中心に評価します。
「取り組む深度」「取り組む意欲」は講義ないの面談、プレゼン内容、レポートにて、総合的に判断します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
デザイン表現演習
講義に関するオリエン、質疑応答

講義内ワークショップ　レポート　プレゼン準備

教員の略歴 マッキャンエリクソン　アートディレクター/株式会社サザビーリーグ　チーフデザインディレクター/北川デザインオフィス代表

授業の学習
内容

１、２年生の合同講義。１年生は２年生の先輩の取り組みから学ぶことができます。講義は「課
題」に取り組むことを中心に進めます。課題を通して、「考え→作り→伝える」というフローを繰
り返し、制作過程では講師との一対一の面談、最終発表では、クラスメイト全員にプレゼンを行
います。すなわち、「デザイナーが実際に仕事をするときの進め方とほぼ同じ形」で講義を進
めます。以上のことを課題を通して繰り返し行い、デザイナーとしての考え方、姿勢を身につ
け、デザイナーとして求められる真の基礎を演習形式で超実践的に、深く学びます。

到達目標　

１）ものづくりを支える「考える術」を学ぶ。
２）プレゼンテーションで自分の考えを「伝える術」を磨く。
３）講師、クラスメイトの考え方に数多く触れ、そこから多くを「学ぶ術」を身につける。
４）以上を涵養した上で、それに必要な「作る術」を身につけるモチヴェーションを高める。
５）以上を通じて、デザインにおける最も重要な「デザインマインド」を習得を目指す。

担当教員 北川　正
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二　1年Bクラス

科目名 ADデザインゼミ
必修
選択

選択 年次 1年生



60

(2)

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義・実技

3 5月13日 ↓

4 5月20日 ↓

5 5月27日 ↓

6 6月3日 ↓

7 6月17日 ↓

8 6月24日 ↓

9 7月1日 ↓

10 7月8日 ↓

11 7月15日 実　技

12 9月2日 ↓

13 9月9日 ↓

14 9月16日 ↓

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二　1年Bクラス

科目名 WEBデザイン l

必修
選択

担当教員 福永
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

用語実習 解析WEBページの検索・閲覧

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

写真撮影の基礎、PhotoShopの基礎的な技術と知識、使用法の演習、全てのデザインの基礎となる文字組み演習、WEBの活
用法、用語、ページの構造、デザインレイアウトの演習、平面によるWEBサイトのページデザイン制作

到達目標　 自身の作品とインターネットの関わり方を学び、活用法を理解して、3年間有効的にWEBを利用できるようにする。

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）

用語実習／PhotoShop演習 ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

WEBページ解析／文字組演習 ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

グリッドデザイン WEBページ企画準備

↓ ↓

↓ ↓

　【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

↓ ↓

WEB用語試験 ↓

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

回数 日程 授業形態

1 4月23日 オリエンテーション

2 5月14日 ：

3 5月21日 リングデザイン

4 5月28日 ：

5 6月4日 ワックスカービング

6 6月18日 ：

7 6月25日 ：

8 7月2日 ：

9 7月9日 ：

10 7月16日 研磨と仕上げ

11 9月3日 ：

12 9月10日 ペンダントデザイン

13 9月17日 ：

14 9月24日 ワックスカービング

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二　1年Bクラス

科目名 アクセサリーデザイン＆メイキング

必修
選択

担当教員
田中
秀幸

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

自己紹介　シルバーアクセサリー鑑賞 デザイン制作

教員の略歴
1999年　鳥井製作所(ジュエリー工房)　2001年退社
2002年　Lilac original archetype 設立　現在

授業の学習
内容

リング、ペンダント、ピアスのデザインをする。
ロウワックスを使用してリング、ペンダント、ピアスを制作する。
真鍮板、真鍮線、銀板、銀線を使用してのペンダント、リングの制作。

到達目標　

作品の制作をしながら制作するための工具の名前や使用方法、ロウワックスや
地金の特性を把握することができる。地金の比重グラム単価を知り商品の生産
や物流を考えられる。

評価方法と基準 作品クオリティ、授業姿勢、プレゼンテーション力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自身で制作するデザインをイメージ デザイン制作

自身の指のサイズを測りデザインする デザイン制作

： デザイン提出

工具、材料などの説明

デザインしたリングをワックス造形する ワックス制作

： ワックス制作

： ワックス提出

：

鋳造したリングを工具を使用し研磨する

： 作品提出

ペンダントのデザイン＆修正 デザイン制作

： デザイン制作

　【使用教科書・教材・参考書】

エプロン、筆記用具、油性ペン、コンパス、ノート

東京コミュニケーションアート専門学校

デザインしたペンダントをワックス造形 デザイン提出

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24日 実技・講義

2 5月15日 実技・講義

3 5月22日 実技・講義

4 5月29日 実技・講義

5 6月5日 実技・講義

6 6月19日 実技・講義

7 6月26日 実技・講義

8 7月3日 実技・講義

9 7月10日 実技・講義

10 7月17日 実技・講義

11 9月4日 実技・講義

12 9月11日 講評

13 9月18日 実技・講義

14 9月25日 実技・講義

15 10月2日 試験

　【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 授業時間では足りない、アイディア出し・ビジュアル作成・材料購入を主に学習課題とします。

評価方法と基準

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

カット・雑誌広告・色鉛筆の作品　　　　　　　　　　　　　携帯電話を授業で無断使用、教室前に置かない学生
出席点50点　提出点50点　　　　　　　　　　　　　　　　 成績簿に日にちを記載し減点とします。

一般誌におけるカットの書き方また、様々な手法を学ぶ。
実際のケースを想定したトレーニングを行い現場で活用できる技術の習得
画材の使用方法を学ぶ。

授業中の注意事項
※スマートフォンは授業中使用しません。教室前に机を用意しますので置いてください。 

※授業中音楽を聴くことは禁止です。
※授業１０分前に終了し掃除を行います。筆や水入れの清掃は必ず１０分前に行ってください。

到達目標　

オリジナルの表現方法の発見
偶然性の面白さの模索
イラストレーションの幅（味）のわかる学生の育成
働く場においてのイラストレーションの活用

担当教員
ニシヤマ 
ケイタロ

ウ

広告代理店退社後フリーランス　イラストレーター　デザイン

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ⅠB科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

カットイラスト　コピー用紙A4 マルチライナー 0.5 コピックc３カットイラ
スト
カットイラストの基本のプリント・ギャランティーの話

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

カットイラスト　コピー用紙A4 マルチライナー 0.5 コピックc３カットイラ
スト
プリント・実際の動物の資料を元に擬人化・キャラクター化

カットイラスト　コピー用紙A4 マルチライナー 0.5 コピックc３
頭身とイラストレーション・ペン入れ・墨入れ

カットイラスト　コピー用紙A4 マルチライナー 0.5 コピックc３
生活とイラストレーション・自動車

雑誌広告とイラスト
コピー機によりアウトラインの変更後着色

雑誌広告とイラスト
コピー機によりアウトラインの変更後着色・世の中のニーズとイラスト

色鉛筆と犬のイラストレーション
動物／色鉛筆を使用し立体的に描く

食べ物とカットイラスト
京野菜とイラストレーション／雑誌の好きなモチーフ・色鉛筆の使用方
法

モノクロの世界・ボールペン画　ハイテックc（学校で用意）

モノクロの世界・ボールペン画　ハイテックc（学校で用意）

雑誌広告　コラージュ手法を学ぶ　　持ち物　いらない雑誌カッター・
はさみ
コラージュ手法によって既存のキャラクターを立体的に表現する。

コラージュ　　持ち物　いらない雑誌　カッター・はさみ
雑誌広告／スマートフォン　　コラージュ手法を学ぶ

SNSとイラストレーションの模索　アイコン

ボールオペン画　素描5分のイラストレーションの
練習

ボールオペン画　素描5分のイラストレーションの
練習
本屋に行き・自分の好きなジャンルのイラスとを探してみる
クロスワードパズルの表紙、中身のイラストレーションを確認してみ
る

２色のみ使用したイラストレーションの模索

講評にむけて、作品コンセプトのスピーチ原稿（２〜3分程
度）

２色のみ使用したイラストレーションの模索

作業、時間内に終わらないため時間外の学習とすること

作業、時間内に終わらないため時間外の学習とすること

作業、時間内に終わらないため時間外の学習とすること

パンフレット・街中のフライヤーのデザインに触れる
また、気に入ったデザインを集める習慣を身につける

フライヤー切断した部品の管理（色を袋分け）

上記イラスト



60時間

２単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 オリエン・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 講義・実技

7 6月26日 実技

8 7月3日 実技

9 7月10日 実技・評価

10 7月17日 実技

11 9月4日 実技

12 9月11日 実技・評価

13 9月18日 評価

14 9月25日 講義

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二1年Bクラス

科目名 クリエーティブワークⅠＢ

必修
選択

担当教員
やまざき
たかゆき

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 1

自己紹介・授業内容説明・個人面談

教員の略歴 元本田技術研究所デザイナー・現フリーランスインダストリアルデザイナー

授業の学習
内容

①自分のアイデアを具現化し、第三者に伝える必要性を学び、表現する大切さを体感する。
②全てのデザイン基礎に関連し、その習得技術を活用しアイデアを表現する。
③自分らしいクリエイションを実践できるよう幅広い視野と柔軟な発想力を身につける。
④ミッドタウンアワードに作品応募。

到達目標　

①与えられた課題に対して自分なりのクリエイションでアイデアを出す体験。
②自分のアイデアを表現する技術を身につける。（1年時は表現テクニック・スキルは問わない）
③表現した自分のアイデアを第三者にプレゼンテーションする体験（内容がしっかり伝わるか）
④スケジュール管理ができ、締切までに作品をアウトプット出来る事を第一目標とする。								

評価方法と基準
①定期試験　60％（コンセプト・アイデア展開・スケッチ）
②プレゼンテーション　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デザイン基礎実習

デザイン基礎実習

デザイン基礎実習

デザイン基礎実習 ミッドタウンアワード過去リサーチ

企画（ポストイットブレストコンセプトワーク） コンセプトアイデア出し

企画（コンセプトワーク） コンセプトワーク

コンセプトプレゼン・意見交換 コンセプト修正・煮詰め

コンセプトチェック・コンセプトフィックス スケッチアイデア出し

スケッチ技術指導・スケッチ展開 スケッチ展開

スケッチフィニッシュワーク プレゼンボード案展開

プレゼンボードチェック・修正 プレゼンボード最終仕上げ

プレゼンテーション・アワードエントリー

　【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

前期まとめ

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24日 講義と演習

2 5月15日 講義と演習 思考整理

3 5月22日 プレゼンと講評 発表準備

4 5月29日 課題発表と実技 思考整理

5 6月5日 実技 思考整理

6 6月19日 作品発表と講評 発表準備

7 6月26日 課題発表と実技 思考整理

8 7月3日 実技 思考整理

9 7月10日 作品発表と講評 発表準備

10 7月17日 課題発表と実技 思考整理

11 9月4日 実技 思考整理

12 9月11日 作品発表と講評 発表準備

13 9月18日 課題発表と実技 思考整理

14 9月25日 作品発表と講評 思考整理

15 10月2日 試験

準備学習　時間外学習(学習課題）

遠藤
2号

①自由な思考力を身につける　②客観的な視点を身につける　③気づき、発見、ブレイクスルーを体験する　④相手に伝わるプレゼンテーション
力を身につける

担当教員
コピーライティング

選択

到達目標　

科目名

実技

授業の学習
内容

共通のビジュアルから３つの切り口を考える

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明２

課題評価試験

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明１

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明４

キャッチフレーズを考えて発表３

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明３

キャッチフレーズを考えて発表２

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明１

キャッチフレーズを考えて発表１

共通のビジュアルから３つの切り口を考える

東京コミュニケーションアート専門学校

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明２

　【使用教科書・教材・参考書】

準備学習　時間外学習

キャッチフレーズを考えて発表４

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明３

1

学科・ｺｰｽ

キャッチフレーズ゙制作や広告企画制作、実践的プレゼンテーショ ンなンを発゙゙通して 広告コミュニケーションの面白さを再発見し、コミュニケーションビ゙
ジ゙スに゙必要不可欠なコンセプチュアルな゙ 思考力を学部ことで、一方的な押しつけではないコミュニケーションスキルを身につける。

クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Bクラス

デザイン事務所から世界有数の外資系広告代理店、クリエイティブブティックなン30年以上のコピーライター歴と10年以上のクリエイティブディレク
ター歴を持つ。

授業計画・内容

課題提出数、課題評価点数なン

教員の略歴

自己紹介を兼ねて自分のキャッチフレーズを考える

年次
必修
選択

学習内容

授業
形態

評価方法と基準

総時間
（単位）

1



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 実技

10 7月5日 実技

11 7月12日 実技

12 7月19日 実技

13 9月6日 実技

14 9月13日 実技

15 09月27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

演習課題2-1
イベントフライヤーの講評

復習

課題評価試験

準備学習　時間外学習

演習課題2-1
イベントフライヤー制作（地図の作成）

復習

演習課題2-1
イベントフライヤー制作

復習

演習課題2-1
イベントフライヤー制作

復習

Photoshop基礎3
写真の色を補正する、写真の修正・加工、フィルター

演習課題1のアイデア出し

演習課題1-1
名刺制作（ロゴ制作・文字を扱う）

復習

演習課題1-2
名刺制作（出力データの作成）

演習課題2のアイデア出し

Illustrator基礎4
文字を扱う

復習

Photoshop基礎1
色の設定と描画の操作、文字とパス・シェイプ、レイヤー操作

演習課題1のアイデア出し

Photoshop基礎2
グラデーションとパターン、選択範囲、マスクと切り抜き

演習課題1のアイデア出し

Illustrator基礎1
図形を描く、オブジェクトの変形・編集

復習

Illustrator基礎2
線を描く（フリーハンド含む）

復習

Illustrator基礎3
オブジェクトの合成、色の設定、透明

復習

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とIllustratorの基本
デジタルアートワークの基礎知識とIllustratorの基礎知識

復習

教員の略歴 武蔵野美術大学卒業。グラフィックデザイナー。デザイン事務所、印刷会社などを経てデザイン事務所を開業。

授業の学習
内容

Macを使用して 「Illustrator」と「Photoshop」の基礎から学ぶ。
ツールや機能などの基本操作から ロゴデザイン、名刺、チラシなど実践的な課題に取り組み
グラフィックデザインの基礎（レイアウトから入稿手順まで）などのデザインスキルを身につける。

到達目標　
「Illustrator」と「Photoshop」の基本操作をマスターする。
1年間を通じて、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身につけることを目標とする。

担当教員 木島朝子
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二1年Bクラス

科目名 コンピューターデザインベーシックB

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

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義

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

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

問題発見から問題解決案の導き方をグループワークを
通して学ぶ

問題解決案をデザインに落とし込み、それが最適な案
か検証する。

最終プレゼンテーション、前期総評

アジェンダを基に復習

アジェンダを基に復習

ワークショップで行ったことを次週に向けてまとめる

ワークショップで行ったことを次週に向けてまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

ワークショップで行ったことを次週に向けてまとめる

ワークショップで行ったことを次週に向けてまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

アジェンダを基に復習

ワークショップで行ったことを次週に向けてまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

次週に向けてのプレゼンテーション準備

最終プレゼンテーションの振り返り

グループとして最大限の力が出せるようになるワーク
ショップ

問題発見から問題解決案の導き方をグループワークを
通して学ぶ

問題解決案をデザインに落とし込み、それが最適な案
か検証する。

ほんとうのプレゼンテーションとは何かを学び、
勝てるプレゼンテーションテクニックを身につける

問題発見から問題解決案の導き方をグループワークを
通して学ぶ

プロのクリエイターになるための必要な考え方を学ぶ

コンセプトとアイデアの違いとは。

グループの一員として協調できるようになるワークショッ
プ

問題発見から問題解決案の導き方をグループワークを
通して学ぶ

問題解決案をどうデザインに落とし込むか（プロトタイピ
ング）

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IB科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

このクラスの到達目標の理解と確認 講義の振り返り、自分の目標到達への計画作り

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

1:クリエイターになるために必要な心得、プロとしての振る舞い、考え方をデザインシンキングメソッドを基に学ぶ。
２：１年生の前期に学ぶことによってその後の全科目、授業に貢献する基礎知識、思考力を身につける。
３：深い思考能力、高い対応力、自分だけの独創性を習得し、グローバルに活躍できるクリエイターを目指す。
最終的にはプレゼンテーションテクニックを活かした本当のプレゼンテーションが個人でできるようになる。

到達目標　

デザインシンキングメソッド基にコンセプチュアルな考え方を学び、市場のニーズの捉え方から問題発見そして問
題解決案
の発見、それをデザインとして形にするプロセスを学ぶ。
結果、市場のニーズを的確につかみ問題を発見しその解決案を最適なデザインに落とし込める能力を身に付け
る。

担当教員
篠塚
正典

ランドーアソシエイツSF本社にてデザイナーとして勤務、米国アートセンターカレッジオブデザイン卒業、加州在住７年

評価方法と基準授業に出席し、全ての課題作品を提出したうえでの総合評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【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



30時間

（1単位）

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義・実技

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】　授業内で都度配布・メモ帳・ボールペンかミリペン

課題評価試験

準備学習　時間外学習 授業内容復習（主に暗記項目）・評価課題制作

評価方法と基準 授業課題の制作・進行レベル、授業の受講態度、独自性。等により評価します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デザイン（クリエイター）を目指す為大切な「視覚伝達」(Visual communication)をトレーニングすることが最重要と考
えます。不特定多数に人々に視覚的に理解してイメージを持っていただくためのプロとしての考えを構築する。ビ
ジュアルを通して様々な手法により、表現して伝えることが出来るようにトレーニングすることを目標とします。

到達目標　
自己のビジュアル・アイディアが不特定多数の人々に与える影響を理解する。独自の発想力を身につける。ビジュ
アル表現の楽しさを知る。

担当教員
Aiki

Kanoh

プランニングオフィス・アイ代表　クリエイティブディレクター、水墨画家、店舗プロデューサー

東京コミュニケーションアート専門学校

ビジュアルコミュニケーション科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

1

オリエンテーション　次回課題説明 各自将来のイメージプランメモ

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　1年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

マインドマップ制作・自己表現をビジュアル化

マインドマップ制作・評価と修正

ビジュアルとアイディア制作1・サンプル画像＋表
現

ビジュアルとアイディア制作2・サンプル画像＋表
現

ビジュアルとアイディア制作3＋評価修正

ビジュアルとアイディア制作4＋評価修正

ビジュアルとアイディア制作5＋評価修正

ビジュアルとアイディア制作6＋評価修正

課題評価　夏季課題説明

個人プレゼンテーション　＋グループワーク説明

課題制作

課題制作

課題制作

課題制作

課題制作

表現テーマとラフ制作

配布画像をもとにアイディアスケッチ

課題制作

課題制作

課題制作

課題制作

ファイル、スクラップブック、ルーズリーフま

グループワーク1＋評価修正

グループワーク2＋評価修正

プレゼンテーション＋評価 課題修正



60時間

2

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15日 講義と実技

7 6月22日 講義と実技

8 6月29日 講義と実技

9 7月6日 講義と実技

10 7月13日 講義と実技

11 7月20日 講義と実技

12 9月7日 講義と実技

13 9月14日 講義と実技

14 9月21日 講義と実技

15 9月28日 試験

　【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 前授業の復習および提示課題制作








科目名

必修
選択

選択 年次

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二1年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

東京コミュニケーションアート専門学校

立体デザインでは三次元の感覚を体得する必要があります。また、手を使った造形では
頭やモニターの中では得られないアイデアを発見したり、体感でのデザイン検証が出来ます。
本科目で習得した技術は、企業課題のプロポーザル制作にダイレクトにつながります。
立体制作を通して、自分のイメージしたデザインが三次元空間に立ち上げる造形力を身に
つけて欲しいです。本科目ではスチレンボードやスタイロフォームなどで造形力を鍛えます。

到達目標　

材料から効率的に材料を切り出すことや、正確な造形のための手順から学びます。
最初はスピードが遅くても丁寧に作業することが結果的に早くて正確な仕上がりに
つながることを知るでしょう。修正することを面倒くさがらないことなども肝要です。 このようなことを体感することで造形経験値を
上げていきます。 目標は、イメージしたデザインを立体に出来る造形力を身につけることです。

フランス、シンガポール、日本各地にパブリックアートをデザイン。ル・コルビジェのユニテ・ダビダシオンで個展、秋にパリで個展。

評価方法と基準
評価の基準は、材料を丁寧に切り、貼り、仕上げているか？　
構造はしっかりしているか？完成度は十分か？などです。
ただし、各自のアイデアは尊重します。この個性に関しては完成度を相対的に採点します。

スチレンボード造形　ダイニングテーブル

スチレンボード造形　ダイニングテーブル プレゼン＆講評

スチレンボード＆リップルボード造形
ラウンジチェア

スチレンボード＆リップルボード造形
ラウンジチェア

仕上げて提出

プレゼン。

仕上げて提出

仕上げて提出

1/5scale バーカウンター＆スツール造形

1/5scale バーカウンター＆スツール造形

1/5scale バーカウンター＆スツール造形

1/5scale バーカウンター＆スツール造形

スチレンボード造形　ダイニングチェア

スタイロフォームの加工方法。

エルド
吉水

担当教員

スタイロフォームでドライヤー模型。

スタイロフォームでドライヤー模型。

スチレンボードの加工方法、道具の使い方の講義。　

モデリング 


1

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

仕上げて提出

仕上げて提出



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・演習

2 4月27日 講義・演習

3 5月11日 実技

4 5月18日 講義・演習

5 6月1日 実技

6 6月8日 講義・演習

7 6月15日 実技

8 6月22日 実技

9 6月29日 講義・演習

10 7月6日 講義・演習

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】　


参考書は随時コピーを配布、クリアファイルＡ４を用意。製図道具一式、　カッター、カッターマット、スチールのり、スチレンボード（6/15授業使用予定）　　　　　　

東京コミュニケーションアート専門学校

「家具の図面作成」フィニッシュ 遅れている場合は自主的に完成させる

課題評価試験

準備学習　時間外学習 授業進行に遅れがある場合は次週までに課題制作を行うこと。

「家具の図面作成」図面作成 自主的に制作進行

「家具の図面作成」模型作成 自主的に制作進行

「家具の図面作成」模型作成 自主的に制作進行

「Red and Blue Chair」模型作成 遅れている場合は自主的に完成させる

「家具の図面作成」講義・プランニング 復習並びに自主的に制作進行

「家具の図面作成」プランニング 自主的に制作進行

三面図　練習 講義・練習について復習

「Red and Blue Chair」図面作成 自主的に制作進行

「Red and Blue Chair」図面・模型作成 模型制作準備・自主的に制作進行




三面図　練習 講義・練習について復習

三面図　練習 講義・練習について復習

三面図　練習 講義・練習について復習

自己紹介・製図について講義 講義内容について復習

教員の略歴 インテリア・空間デザイン設計の実務経験27年以上

授業の学習
内容

インテリアや建築・プロダクトなどの工作物等を製作するための必要不可欠な図面作成のための知識や作成方法を学ぶ。平
行定規を使用した手書きの製図からスタートし後期ではPCを使ったＣＡＤによる製図を行い、製図の基礎の勉強　　　と手書
きからPCを使用した図面の表現方法（プレゼンテーションのテクニック）についても習得する。　　　　　　　　　　　　　　また空間
や立体のデザインなどの知識やデザインの手法やプロセスについても指導を行いたい。

到達目標　
図面の基礎知識の習得と図面作成のスキルを身につける
具体的には第三角法による三面図作成（図面独自のルールや表現等を踏まえ）
アイソメやアクソメによる透視図法の練習図面作成から縮小模型を作成しモノづくりのプロセスを体験。

評価方法と基準
・　作図内容や課題等成果物による評価　ー　技術面・デザイン面（独自性）
・　授業態度による評価　ー　観点評価の「関心・意欲・態度」を授業態度より評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員
笹川
征典

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二　1年Bクラス

科目名 製図・図面　　

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 5月25日 講義と実技

6 6月1日 講義と実技

7 6月8日 講義と実技

8 6月15日 講義と実技

9 6月22日 講義と実技

10 6月29日 講義と実技

11 7月6日 講義と実技

12 7月13日 講義と実技

13 9月7日 演習

14 9月14日 演習

15 9月28日 試験

興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

興味のあるウェブサイトのデザインパー

ツを観察しておくこと。

興味のあるウェブサイトのデザインパー

ツを観察しておくこと。

アドビのチュートリアルなど、XDのプロトタ

イプ機能についていろいろ試してみること。

指定のページのワイヤーフレームを観察

しておくこと。

【XD】WebやUIのデザインツールであるXD
の基本操作を体験します(1)

XDの操作方法は今後の基礎になるので、

いろいろ試してみること。

【XD】WebやUIのデザインツールであるXD
の基本操作を体験します(2)

興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

【手作業】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)
興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

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）

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二　2年Aクラス

Web
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

前回までの授業で作成したデータなどを

確認しておくこと

前回の内容を確認しておくこと。

前回の内容を確認しておくこと。
【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(4)
【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(5)

【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(2)
【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(3)

　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

前回の内容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

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

【XD】提出課題作成(1) - XDで2ページ以上の

内容を自分で作ってみます

【XD】提出課題作成(2) - XDで2ページ以上の

内容を自分で作ってみます

課題評価試験

【手作業】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)
【XD】デザインの基本となる、デザインシス

テムを作成してみます(1)
【XD】デザインの基本となる、デザインシス

テムを作成してみます(2)

【XD】デザインに奥行きを与え、演出する、アニ

メーション（動き）を作成します。

【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(1)



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 実技（プレゼン）

3 5月21日 実技（プレゼン）

4 5月28日 講義

5 6月4日 実技（プレゼン）

6 6月18日 講義（面談）

7 6月25日 実技（プレゼン）

8 7月2日 講義（面談）

9 7月9日 実技（プレゼン）

10 7月16日 講義

11 9月3日 講義

12 9月10日 講義（面談）

13 9月17日 実技（プレゼン）

14 9月24日 講義

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

プレゼン準備　レポート

プレゼン準備　レポート

学習課題

プレゼン準備　レポート

学習課題

プレゼン準備　レポート

学習課題

プレゼン準備　レポート

学習課題

プレゼン準備　レポート

デザイン演習１
「デザインマインド」の存在に気づき、学ぶ課題に
取り組みます。
今、持てる力でプレゼンに挑戦します。

デザイン演習2
世の中に溢れる「デザイン」の中から、
優れたデザインとは何か？を探る課題に取り組みます。

デザイン演習３
デザインが「機能する」ということを課題に取り組むこと
で
学ぶ課題に取り組みます。

デザイン演習４
企画やアイデア（考え方）がデザインをおもしろく、
豊かにすることを学ぶ課題に取り組みます。

デザイン演習５
教室内を小さなマーケットに見立てて、
ロールプレイング的ワークショップを行います。

ADデザインゼミ科目名

必修
選択

選択

デザイン表現演習
講義に関するオリエン、質疑応答

年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2年

講義内ワークショップ　レポート　プレゼン準備

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

１、２年生の合同講義。１年生は２年生の先輩の取り組みから学ぶことができます。
講義は「課題」に取り組むことを中心に進めます。課題を通して、「考え→作り→伝え
る」というフローを繰り返し、制作過程では講師との一対一の面談、最終発表では、ク
ラスメイト全員にプレゼンを行います。すなわち、「デザイナーが実際に仕事をすると
きの進め方とほぼ同じ形」で講義を進めます。以上のことを課題を通して繰り返し行
い、デザイナーとしての考え方、姿勢を身につけ、デザイナーとして求められる真の
基礎を演習形式で超実践的に、深く学びます。

到達目標　

１）ものづくりを支える「考える術」を学ぶ。
２）プレゼンテーションで自分の考えを「伝える術」を磨く。
３）講師、クラスメイトの考え方に数多く触れ、そこから多くを「学ぶ術」を身につける。
４）以上を涵養した上で、それに必要な「作る術」を身につけるモチヴェーションを高める。
５）以上を通じて、デザインにおける最も重要な「デザインマインド」を習得を目指す。

担当教員 北川　正

マッキャンエリクソン　アートディレクター/株式会社サザビーリーグ　チーフデザインディレクター/北川デザインオフィス代表

評価方法と基準

課題の取り組みを中心に評価します。
※課題の取り組みは、課題の出来不出来のみではなく、「取り組む深度」「取り組む意欲」を中心に評
価します。
「取り組む深度」「取り組む意欲」は講義ないの面談、プレゼン内容、レポートにて、総合的に判断しま
す。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デザイン演習７
前期の学びを総括します。

学習課題

プレゼン準備　レポート

レポート

講義専用のノートを用意し、筆記用具は常に持参。必要な資料はプリントにて配布します。

　【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 講義時間にプレゼンができるよう、講義時間外に課題に取り組む。

デザイン演習６
前期の学びを総括して、実際に即したテーマの課題で
総合的なデザイン課題に取り組みます。



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月17日 講義と実習

2 4月24日 講義と実習

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 講義と実習

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 講義と実習

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

【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントを配布

筆記用具・クロッキー帳・USBメモリ(データを保存できるもの)・ファイル　[モック制作時]ハサミ・カッター・定規等制作に必要な用具

課題評価試験

準備学習　時間外学習 市場リサーチ(商品・流行)

評価方法と基準

■課題評価：100%
【課題作品内容：50%】
【課題作品仕上がり：40%】
【課題締め切り：10%】

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

・キャラクターやイラストを使用した商品(主に文具・雑貨等)のメーカーにおけるデザイナーの業務を学びます。
・上記デザイナー業務をトータルで行える技術を身に付けられる様に、実際にメーカーで行う作業を学びます。
・商品(課題作品)を仕上げていくうえで必要な知識(企画の組み立てかた)・技術(デザイン・モックアップ製作)を
学びます。

到達目標　

・キャラクター・イラストを使用した商品デザイナーの仕事を理解する。
・ターゲットを意識した商品企画ができる。
・流行(トレンド)を意識したデザインができる。
・アイデアを形にする力を高める。
・期限内に制作物を完成させる。

担当教員
コバヤシ
アユコ

文具・雑貨メーカーにて商品企画およびデザイン業務経験

東京コミュニケーションアート専門学校

　商品企画A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年

授業説明　【課題１】自己PR+D12:G25チラシ作成 次回授業日までPRチラシを完成させる

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

【課題２】メーカー試験課題①[サンエックス・カミオ等
メーカー過去試験課題制作] 説明〜アイデアスケッチ

【課題２】メーカー試験課題②
デザイン制作

【課題２】メーカー試験課題③
デザイン制作

【課題２】メーカー試験課題④
プレゼンテーション

【課題３】商品用キャラ制作①[文具・雑貨の商品デザイ
ンに使用するキャラの制作]説明〜アイデアスケッチ

【課題３】商品用キャラ制作②
デザイン制作

【課題３】商品用キャラ制作③
デザイン制作

【課題３】商品用キャラ制作④
プレゼンテーション〜投票

【課題４】グループワーク①[課題３キャラの商品企画〜
デザイン・モックアップ制作をグループで行う]
グループ分け・制作物決定・各担当決定

【課題４】グループワーク②
デザイン制作

【課題４】グループワーク③
デザイン制作

【課題４】グループワーク④
デザイン・企画書制作

【課題４】グループワーク⑤
プレゼンテーション

制作するデザインの内容を決める

ビジュアル作成

ビジュアル作成・プレゼン内容まとめて
くる

次回課題のアイデアを出してくる

制作するキャラの内容を決める

ビジュアル作成

ビジュアル作成・プレゼン内容まとめて
くる

担当する作業を進める
モックアップ用材料購入

担当する作業を進める
モックアップ用材料購入

担当する作業を進める

担当する作業を進める・プレゼン内容ま
とめる



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 実技 コンセプト

2 5月13日 実技 コンセプト

3 5月20日 実技 復習

4 5月27日 実技 復習

5 6月3日 実技

6 6月10日 実技 復習

7 6月17日 実技 復習

8 6月24日 実技 復習

9 7月1日 実技

10 7月8日 実技 復習

11 7月15日 実技 復習

12 9月2日 実技 復習

13 9月9日 実技 復習

14 9月16日 実技 次回課題のアイデア出し/素材探し

15 9月30日 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

[Illustrator/Photoshop]
イラストを活用したグッズ制作➄

課題評価試験

準備学習　時間外学習

[Illustrator/Photoshop]
イラストを活用したグッズ制作①

[Illustrator/Photoshop]
イラストを活用したグッズ制作②

[Illustrator/Photoshop]
イラストを活用したグッズ制作③

[Illustrator/Photoshop]
イラストを活用したグッズ制作④

【使用教科書・教材・参考書】　
・デザインの学校 これからはじめる Illustrator&Photoshopの本
・カラーコーディネーター検定試験1級公式テキスト〈第3版〉: カラーコーディネーションの実際 商品色彩

[Photoshop]
フォトレタッチを活用したポスター制作①

[Photoshop]
フォトレタッチを活用したポスター制作②

[Photoshop]
フォトレタッチを活用したポスター制作③

[Photoshop]
フォトレタッチを活用したポスター制作④

次回課題のアイデア出し/素材探し

[企業課題]
ラッピングバス②

[Illustrator]
パスを使ったイラスト制作①

［Illustrator］
パスを使ったイラスト制作②

［Illustrator］
パスを使ったイラスト制作③

次回課題のアイデア出し/素材探し

[企業課題]
ラッピングバス①

教員の略歴

2004年3月：東京コミュニケーションアート専門学校＜グラフィックデザインコース＞卒業。
2004年4月：広告代理店→2009年5月：winスクール＜Webデザインコース＞→2009年9月：Web制作会社→2010年12
月以降：フリーランス。（途中3年ほど在宅のまま前のWeb制作会社に正社員として戻る）
2019年12月：カラーコーディネーター1級＜商品色彩＞取得。

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。
ポートフォリオの充実も兼ね、他科目とも共通する色使いや文字とのレイアウトなどデザイン面でのスキルを身につけられるように
する。
「Illustrator」と「Photoshop」は何かと応用ができるソフトかと思うので、卒業後にも仕事やプライベートの趣味に活用できるように
なって欲しい。そのためにも実践で役に立つポイントを都度共有できるようにしたい。

到達目標　
1年次よりさらに「Illustrator」と「Photoshop」のツールを深く理解し、デザイン面においても実践する機会が訪れた際に即戦力として
活躍できる人材になる。

評価方法と基準 課題に対する評価（①授業内での取り組み ②提出期限の厳守 ③クオリティー　①～③の総合）

授業計画・内容授業計画・内容

学習内容 詳細

担当教員
宮應

ゆり子授業
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二　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21日 講義と演習

2 4月28日 講義と演習

3 5月12日 講義と演習

4 5月19日 講義と演習

5 5月26日 講義と演習

6 6月2日 講義と演習

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

学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部二　2年Aクラス

科目名 　コミックイラスト制作Ⅱ　

必修
選択

担当教員 肥後未央
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2年

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）

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。

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。

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】　	



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二　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単位）

回数 日程 授業形態

1 4月19日 講義

2 4月26日 講義

3 5月10日 実技

4 5月17日 実技

5 5月24日 講義

6 5月31日 実技

7 6月7日 実技

8 6月21日 実技

9 6月28日 実技

10 7月5日 実技

11 7月12日 実技

12 7月19日 実技

13 9月6日 実技

14 9月13日 実技

15 9月27日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


筆記用具・ノート・三角スケール・メジャー・電卓・USBメモリー

課題評価試験

準備学習　時間外学習

評価方法と基準 ・課題内の小項目に対し、評価シートにてルーブリック評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

・実務で多く使用されるVectorworksを使用した製図技術習得と建築設計知識の向上を図る
・実務レベルの知識と技術を習得し就職活動へのボトムアップを図る

到達目標　
・設計業務のフローを理解することが出来る
・家具から建築物までステップアップしながら設計資料を作成する事が出来る
・授業内で作成した設計資料をポートフォリオとして就職活動に活用できる

担当教員
平野幸

子

SDS SpaceDesignStudio 代表　商業施設・住宅のデザイン・設計・施工のトータルディレクションを行う

東京コミュニケーションアート専門学校

Vectorworks科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2年

設計業務フロー・設計図書について 下記持ち物の確認

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

プロダクト実測と作図

什器図-スツール

什器図-テーブル

弱点強化-各自の弱点に即した課題

什器図-カウンター１

什器図-カウンター２

什器図-ソファー１

什器図-ソファー２

什器図-椅子１

什器図-椅子２

平面図１

平面図２

平面図３

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ



60時間

２単位

回数 日程 授業形態

1 4/20 講義と実技

2 4/27 講義と実技

3 5/11 講義と実技

4 5/18 講義と実技

5 6/1 講義と実技

6 6/8 講義と実技

7 6/15 講義と実技

8 6/22 講義と実技

9 6/29 講義と実技

10 7/6 講義と実技

11 7/13 講義と実技

12 7/20 講義と実技

13 9/7 講義と実技

14 9/14 講義と実技

15 9/21 試験

興味のあるウェブサイトを観察してみる

こと。

興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

興味のあるウェブサイトのワイヤーフ

レームを観察してみること。

1年次に作った課題などのデータを確認

しておくこと。

【XD】XDの基本操作の復習とコンポーネン

トを使用した作成方法を体験します。

XDの操作方法は今後の基礎になるの

で、いろいろ試してみること。

【XD】デザインに奥行きを与え、演出する、

アニメーション（動き）を作成します。

アドビのチュートリアルなど、XDのプ

ロトタイプ機能についていろいろ試して

【手作業】ユーザーを想定して、デザイン企

画をまとめてみます。
興味のあるウェブサイトを観察してみる

こと。

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）

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（印刷・Web・UI）、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二　2年Bクラス

WEBデザインⅡA
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

1年次に作った課題などのデータを確認

しておくこと。

1年次に作った課題などのデータを確認

しておくこと。

指定のページのワイヤーフレームを観察

しておくこと。

【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(1)
【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(2)

　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

前回の内容を確認しておくこと。

前回の内容を確認しておくこと。

前回の内容を確認しておくこと。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(3)
【Dreamweaver】HTML/CSSで実際のWeb
ページを作成してみます(4)

課題評価試験

【手作業】ユーザーを想定して、デザイン企

画をまとめてみます。

【XD】デザインの基本となる、デザインシス

テムを作成してみます

【手作業・XD】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)
【XD】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)
【XD】自分の作品集（ポートフォリオ草案）

を作成してみます(1)
【XD】自分の作品集（ポートフォリオ草案）

を作成してみます(2)
【XD】自分の作品集（ポートフォリオ草案）

を作成してみます(3)



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月23日 オリエンテーション

2 5月14日 ：

3 5月21日 リングデザイン

4 5月28日 ：

5 6月4日 ワックスカービング

6 6月18日 ：

7 6月25日 ：

8 7月2日 ：

9 7月9日 ：

10 7月16日 研磨と仕上げ

11 9月3日 ：

12 9月10日 ペンダントデザイン

13 9月17日 ：

14 9月24日 ワックスカービング

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二　2年Bクラス

科目名 アクセサリーデザイン＆メイキングⅡ

必修
選択

担当教員
田中
秀幸

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

自己紹介　シルバーアクセサリー鑑賞 デザイン制作

教員の略歴
1999年　鳥井製作所(ジュエリー工房)　2001年退社
2002年　Lilac original archetype 設立　現在

授業の学習
内容

リング、ペンダント、ピアスのデザインをする。
ロウワックスを使用してリング、ペンダント、ピアスを制作する。
真鍮板、真鍮線、銀板、銀線を使用してのペンダント、リングの制作。

到達目標　
作品の制作をしながら制作するための工具の名前や使用方法、ロウワックスや地金の特性を
把握することができる。地金の比重グラム単価を知り商品の生産や物流を考えられる。

評価方法と基準 作品クオリティ、授業姿勢、プレゼンテーション力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自身で制作するデザインをイメージ デザイン制作

自身の指のサイズを測りデザインする デザイン制作

： デザイン提出

工具、材料などの説明

デザインしたリングをワックス造形する ワックス制作

： ワックス制作

： ワックス提出

：

鋳造したリングを工具を使用し研磨する

： 作品提出

ペンダントのデザイン＆修正 デザイン制作

： デザイン制作

　【使用教科書・教材・参考書】

エプロン、筆記用具、油性ペン、コンパス、ノート

東京コミュニケーションアート専門学校

デザインしたペンダントをワックス造形 デザイン提出

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22日 講義と実技

2 5月13日 講義と実技

3 5月20日 実技

4 5月27日 講評

5 6月3日 講義と実技

6 6月10日 実技

7 6月17日 講義と実技

8 6月24日 実技

9 7月1日 講評

10 7月8日 講義と実技

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 講評

15 9月30日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


必要に応じて随時、図版等印刷物配布

東京コミュニケーションアート専門学校

　　　　　　　〃 イラストブック資料収集

課題評価試験

準備学習　時間外学習

　　　　　　　〃 イラストブック資料収集

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　サムネイル作成 イラストブック資料収集

　　　　　　　〃　　　　　 イラストブック資料収集

　　　　　　　〃　　　  　　イラストブック企画決定 イラストブック企画案

　　　　　　　〃　　　　　 イラストブック企画案

イラストブック制作　　　　　　　　コンテンツ作成　　 イラストブック資料収集

課題2　パステル画　　　  　　企画案③チェック 課題資料収集

　　　　　　　〃　　　　 イラストブック企画案

課題3　音イラスト　　　　 課題資料収集

課題1　文字イラスト 課題資料収集

　　　　　　　〃　　　　　　　 　　企画案②チェック イラストブック企画案

　　　　　　　〃　　　　　　　 イラストブック企画案

授業説明　　イラスト講評　　企画案①チェック イラストブック企画案

教員の略歴 デザインプロダクションを経て、グラフィックデザイン、イラストレーション、店舗壁画などのクリエーティブワークを幅広く活動。

授業の学習
内容

イラストブックによるクリエーティブ体験を通して、社会提案への意識向上を目指す。

到達目標　
多くの画材に触れ、頭の中で考えるよりとにかく描くことで、独自の画風を創るだけでなく、
常に新鮮な切り口でモノを捉え、どんなものでも絵にすることが出来る様になること。

評価方法と基準 課題制作物評価80％　準備学習10％　時間外学習10％　なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。

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 菊池信二
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二　2年Bクラス

科目名 イラストディレクション　　

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義と演習

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

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

科目名 イラストレーションⅡB

必修
選択

担当教員
山本周

司授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

イラストレーションについての前提講義
ドローイングの技法

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

様々な技法や画材を実際に体験することにより、その技法の特徴や特性を知る。

到達目標　
各自が自分に合った制作技法を見つけ、 イラストレーターとして仕事をするために最低限必要なスキルを身につ
ける

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）

色鉛筆の技法

パステルの技法

クレヨンによるスクラッチ技法 シルク刷版の素材集め

シルクスクリーンの刷版体験

水彩による水ぼかし

アクリルガッシュの技法

手書きのタイポグラフィー演習

カラーインクによるカリグラフィー

エージング（汚し）技法体験

基底材の制作

前回制作の基底材にイラストレーションを制作 模写用の素材集め

模写の制作1

　【使用教科書・教材・参考書】　


スクリーン、Mac×1、プロジェクター×1　　　（初回授業）

東京コミュニケーションアート専門学校

模写の制作2

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20日 講義・実習

2 4月27日 講義・実習

3 5月11日 講義・実習

4 5月18日 講義・実習

5 5月25日 講義・実習

6 6月1日 実技

7 6月8日 実技

8 6月15日 実技

9 6月22日 実技

10 6月29日 実技

11 7月6日 実技

12 7月13日 実技

13 9月7日 実技

14 9月14日 実技

15 9月28日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


参考書は必要に応じて配布、クリアファイルＡ４を用意。　強化ダンボール材料、カッター、やのりなど製作道具や材料一式

東京コミュニケーションアート専門学校

「住空間デザイン課題」プレゼンテーション 遅れている場合は自主的に完成させる

課題評価試験 すべての制作物を提出

準備学習　時間外学習 随時授業進行に遅れがある場合は自主的に課題作成を行うこと。

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」ラフデザイン 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」製図 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」製図 自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」プランニング 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」ラフデザイン 自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

課題と授業についての説明 講義内容について復習

教員の略歴 インテリア・空間デザイン設計の実務経験26年以上

授業の学習
内容

プロダクトデザイナーとして、実務により近いデザイン作業の経験やプレゼンテーション能力向上のため技術力や表現力に
ついて実習をメインに授業を行う。
特にポートフォリオ強化のために課題のフィニッシュや各自のポートフォリオへのアドバイスも行いたい。

到達目標　

・プロダクト・インテリア用語等の専門知識の向上やプレゼンテーション力・表現力のスキルアップ
・特に様々な表現力（プレゼンテーション）についての知識やテクニック、アイディアの出し方を身につける。
・アプリケーションソフトや専門技術力の向上（CAD等のアプリケーションソフトや模型作成等の技術力）
・ポートフォリオ用の作品制作　＊前期に少なくとも２つのポートフォリオ掲載作品の完成。

評価方法と基準
・　課題等成果物の提出による評価　ー　技術面・デザイン面（独自性）
・　授業態度による評価　ー　観点評価の「関心・意欲・態度」を授業態度より評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員
笹川
征典

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二　2年Bクラス

科目名 インテリアデザイン

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義と討論

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 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 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二　2年Bクラス

科目名 クリエイティブワークⅡA

必修
選択

担当教員 Aiki kanoh

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

クリエイターとしての考え方の話し合い
将来の自分を考えることにより目指す会社の対応可能 2年時制作作品を準備

教員の略歴
デザイン事務所、プランニングアフィスカノウ代表。広告、パッケージ等のデザインにとどまらず、
店舗プロヂュース等、幅広くクリエイティブ業務に携わっている。

授業の学習
内容

ポートフォリオ制作/PCを使用して作品の修正と不足作品の制作。
・1年時制作作品のリメイク。各自のクリエイティブの好きを形にできる作品を制作することができる。

到達目標　
ポートフォリオに関して目標とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
より実社会に適応する作品作りを体験することでプロ意識の形成を目指す。
・自信のある作品を作り各自自分に自信をつけることと、また将来の自分を見つけ出すこと。

評価方法と基準
評価方法
作品完成度/授業態度／プレゼンテーション能力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ポートフォリオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各
自希望の作品づくりをする事でより完成度を確認する

ポートフォリオ構成を考える

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ポートフォリオ
ページ構成で自分表現を確認できる

不足作品の制作

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ポートフォリオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ

ザインジャンルを考え作品を制作できる
制作作品の修正と制作

〃 〃

〃 〃

　【使用教科書・教材・参考書】　


講義用ノート（B5)クロッキー BOOKは不可、筆記用具、USB、

ポートフォリを制作
制作物の再確認とリメイク

企業課題のまとめ

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22日 講義

2 5月13日 講義

3 5月20日 講義と実技

4 5月27日 講義と実技

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 講義と実技

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 講義と実技

13 9月9日 実技

14 9月16日 講義と実技

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二　2年Bクラス

科目名 クリエーティブワークⅡＢ

必修
選択

担当教員 鈴木忠広
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

導入①：基本的な企画の流れを理解する

教員の略歴 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15年従事

授業の学習
内容

本講義の目標は、想定した企業課題対してリサーチ・企画～デザインを行う一連の能力を養います。

大まかなな流れとして、ひとつのプロジェクトの流れ同様①リサーチ　②コンセプトメイキング　③デザイン（デザイン→版下デー
タ制作→モックアップ制作）を行い一個のデザインプロジェクトとして制作を行います。

到達目標　

提示された企業課題に対して、リサーチ・コンセプトメイク、最終的には、ディスプレイ上でのデザインデータ制作に留まらず、制
作した各種ツールデータを用い、実際のモックアップまで行うことで、模型制作の知識や技術を習得すると共に、デザインプロ
ジェクトの一連の流れを理解します。

また、本授業で制作したデザインは、最終的にポートフォリオへ掲載することを目標にします。

評価方法と基準
評価は、
①リサーチ（30％）　②コンセプト（30％）　③デザイン・モックアップ（30％）
の３段階でそれぞれ提出するレポート・プレゼン内容及びデザイン・モックアップの完成度と出席（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）

導入②：企画事例を読み解くことで企画を知る 導入②の課題提出準備

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

リサーチ導入：リサーチの方法論を理解する 導入③の課題提出

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：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

リサーチシートの課題提出準備

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

リサーチシートの提出

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

コンセプトワーク：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

コンセプトシートの課題提出準備

デザイン導入：モックアップ作成の方法論を理解する コンセプトシートの提出

デザイン：モックアップを実際に作成する

　【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。

東京コミュニケーションアート専門学校

デザイン：モックアップをブラッシュアップし完成させる モックアップの提出

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 思考整理

3 5月22日 プレゼンと講評 発表準備

4 5月29日 課題発表と実技 思考整理

5 6月5日 実技 思考整理

6 6月19日 作品発表と講評 発表準備

7 6月26日 課題発表と実技 思考整理

8 7月3日 実技 思考整理

9 7月10日 作品発表と講評 発表準備

10 7月17日 課題発表と実技 思考整理

11 9月4日 実技 思考整理

12 9月11日 作品発表と講評 発表準備

13 9月18日 課題発表と実技 思考整理

14 9月25日 実技 思考整理

15 10月2日 作品発表と講評

評価方法と基準

総時間
（単位）

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明１

キャッチフレーズを考えて発表１

プレゼンテーションを学びプレゼンしてみる

東京コミュニケーションアート専門学校

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明２

　【使用教科書・教材・参考書】

準備学習　時間外学習

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明４

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明３

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明２

キャッチフレーズを考えて発表４

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明１

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明４

キャッチフレーズを考えて発表３

キャッチフレーズを考えながらプロセスを説明３

キャッチフレーズを考えて発表２

到達目標　

科目名

実技

授業の学習
内容

プレゼンテーションを学びプレゼンしてみる

学科・ｺｰｽ

キャッチフレーズ゙制作や広告企画制作、実践的プレゼンテーショ ンなンを発゙゙通して 広告コミュニケーションの面白さを再発見し、コミュニケーションビ
ジスズ必要不可欠なコンセプチュアアな゙ 思考力を学部ことで、一方的な押しつけではないコミュニケーションスキアを身スつける。

クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

デザイン事務所、世界有数の外資系広告代理店、クリエイティブブティックで30年以上のコピーライター歴と10年以上のクリエイティブディレクター
歴を持つ。

授業計画・内容

課題提出数、課題評価点数なン

教員の略歴

ゲームを通じてプレゼンテーションを学ぶ

年次
必修
選択

準備学習　時間外学習(学習課題）

遠藤
2号

①自由な思考力を身スつける　②客観的な視点を身スつける　③気づき、発見、ブレイクスアーを体験する　④相手ス伝わるプレゼンテーション
力を身スつける

担当教員
コピーライティングⅡ

選択 2

学習内容

授業
形態

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 講義・実技

2 5月15日 講義・実技・プレ

3 5月22日 講義・実技

4 5月29日 講義・実技・プレ

5 6月5日 講義・実技

6 6月19日 講義・実技

7 6月26日 講義・実技・プレ

8 7月3日 講義・実技

9 7月10日 講義・実技

10 7月17日 講義・実技

11 9月4日 講義・実技

12 9月11日 講義・実技

13 9月18日 講義・実技

14 9月25日 プレゼン準備

15 10月2日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　その時「旬のWebサイト・コンテンツ」事例

課題評価試験

準備学習　時間外学習

評価方法と基準
・企画の面白さクオリティ
・定着への執念

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

・コンセプトワーク及び進行・制作
・考える事への興味喚起と誘導、習慣化
・定着への意欲と熱

到達目標　
・クリエイティブコンテンツの企画は楽しいと思わせる事
・企画ができることの喜びが、定着への意欲につながる事

担当教員
入江洋

平

（株）マッキャンエリクソン・クリエイティブディレクター、(株)グレイワールドワイド・チーフクリエイティブオフィサーを経て、現在（株）
propeller・代表取締役。
これまでに日本政府観光局、日本コカコーラ、ネスレジャパン、マイクロソフト、MasterCard、味の素、東京ディズニーランドなど、
数々の広告コミュニケーションのクリエイティブディレクションを手掛ける。
日本広告業協会クリエイター・オブ・ザ・イヤー特別賞、ACC賞ブロンズ。カンヌライオンズ／One Show／クリオ／IBA／ニュー
ヨークフェスティバル／ロンドン国際広告／アドフェストなど海外広告コンクールでの受賞多数。

東京コミュニケーションアート専門学校

コンセプト＆プランニングA科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2

コミュニケーション・コンテンツとは 課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

企画の発想法１（融合）

企画の発想法１（融合）

企画の発想法１（融合）

企画の発想法２（商品特徴を活かす）

企画の発想法３（消費者努力・企業努力）

企画の発想法４（リアリティ・共感）

企画の発想法５（キャラクター戦略）

企画の発想法５（キャラクター戦略）

企画の発想法５（キャラクター戦略）

コンセプト、企画書の作り方

コンセプト、企画書の作り方

コンセプト、企画書の作り方

前期まとめ

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整

課題のタイミングとプレゼンはその都度様子をみて調整



60時間

２単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日 オリエン・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 講義・実習

7 6月26日 実技

8 7月3日 実技

9 7月10日 実習・評価

10 7月17日 実技

11 9月4日 実技

12 9月11日 実習・評価

13 9月18日 評価

14 9月25日 講義

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二2年Bクラス

科目名 コンセプト＆プランニングB

必修
選択

担当教員
やまざき
たかゆき

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

個人面談 ※企業プロジェクトによって変更あり

教員の略歴 元本田技術研究所デザイナー・現フリーランスインダストリアルデザイナー

授業の学習
内容

①自分のアイデアを具現化し、第三者に伝える必要性を学び、表現する大切さを体感する。
②全てのデザイン基礎に関連し、その習得技術を活用しアイデアを表現する。
③自分らしいクリエイションを実践できるよう幅広い視野と柔軟な発想力を身につける。
④ミッドタウンアワードに作品応募。

到達目標　

①与えられた課題に対して自分なりのクリエイションでアイデアを出す体験。
②自分のアイデアを表現する技術を身につける。（1年時は表現テクニック・スキルは問わない）
③表現した自分のアイデアを第三者にプレゼンテーションする体験（内容がしっかり伝わるか）
④スケジュール管理ができ、締切までに作品をアウトプット出来る事を第一目標とする。								

評価方法と基準
①定期試験　60％（コンセプト・アイデア展開・スケッチ）
②プレゼンテーション　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デザイン基礎デジタル実習

デザイン基礎デジタル実習

デザイン基礎デジタル実習

デザイン基礎デジタル実習 ミッドタウンアワード過去リサーチ

企画（ポストイットブレストコンセプトワーク） コンセプトアイデア出し

企画（コンセプトワーク） コンセプトワーク

コンセプトプレゼン・意見交換 コンセプト修正・煮詰め

コンセプトチェック・コンセプトフィックス スケッチアイデア出し

スケッチ技術指導・スケッチ展開 スケッチ展開

スケッチフィニッシュワーク プレゼンボード案展開

プレゼンボードチェック・修正 プレゼンボード最終仕上げ

プレゼンテーション・アワードエントリー

　【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

前期まとめ

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 講義と演習

2 5月14日 講義と演習

3 5月21日 講義と演習

4 5月28日 講義と演習

5 6月4日 講義と演習

6 6月18日 講義と演習

7 6月25日 演習と実技

8 7月2日 演習と実技

9 7月9日 演習と実技

10 7月16日 演習と実技

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 講義と演習

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二　2年Bクラス

科目名 コンピューターデザインA
必修
選択

担当教員 木島朝子
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

レイアウトについて
実際の印刷物を観察してみよう①

復習

教員の略歴 武蔵野美術大学卒業。グラフィックデザイナー。デザイン事務所、印刷会社などを経てデザイン事務所を開業。

授業の学習
内容

Macを使用して 「InDesign」の基礎から学ぶ。
演習課題やPhotobook制作などに取り組みデザインスキルを磨き、
後期は就職活動時に必要なポートフォリオを完成度の高い作品に作り上げる。

到達目標　
「InDesign」の基本操作をマスターする。
また、「Illustrator」についてはフォントや文字組などの理解を深め、
「Photoshop」は、フォトレタッチスキルなどの向上を図り、デザインスキルを身につける。

評価方法と基準 ☆評価点（課題評価）：100%

授業計画・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）

InDesignとは
実際の印刷物を観察してみよう②、編集デザインとは

復習

InDesign基礎1
ツール、ページ、マージン・段組、フレーム、配置 etc

復習

InDesign基礎2
書式設定、文字の装飾、ルビなどの設定、カラーとスウォッチ

復習

InDesign基礎3
ノンブルとセクション、印刷・PDF書き出し、パッケージ etc

復習

フォントと文字組みと製本について
フォントと文字組み、製本について

復習

演習課題1-1
文字組み（インデント、禁則処理、ぶら下がり、タブ、字形）

復習

演習課題1-2
文字組（インデント、禁則処理、ぶら下がり、タブ、字形）

復習

演習課題2-1
レタッチ（色調補正、合成、変形、選択範囲、マスク etc）

復習

演習課題2-1
レタッチ（レイヤー効果、フィルター etc）

次回課題のアイデア出しおよび撮影

Photobook制作
復習：ページ、ノンブルとセクション

復習

Photobook制作
復習：色調補正

復習

Photobook制作
印刷・製本（ブックレットプリント）

復習

【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

講評
講評・これまでの不明点の確認と復習

復習

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

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】　


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

パッケージデザインを作成できる（5）／講評

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








パッケージデザインを作成できる（2）／制作 課題制作

パッケージデザインを作成できる（3）／制作 課題制作

パッケージデザインを作成できる（4）／制作 課題制作

カットイラストを作成できる（3）／制作 課題制作

カットイラストを作成できる（4）／講評 課題制作

パッケージデザインを作成できる（1）／課題提示 資料準備

産学連携（5）／制作 課題制作

カットイラストを作成できる（1）／課題提示 課題制作

カットイラストを作成できる（2）／制作 課題制作

産学連携（2）／制作 課題制作

産学連携（3）／制作 課題制作

産学連携（4）／制作 課題制作

ガイダンス／産学連携（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

イラストレーションの演習を、デザインを通じて行うことにより、各業界におけるイラストレーションの役割への理解を深める。
独りよがりではない、コミュニケーションを通じてのコンセプトの設定を行うことにより、論理的な思考力を養う。
画材としてのPhotoshop、Illustrator等デジタルの可能性を考えていく。

到達目標　
・「イラストレーションを使用したデザイン」を完成することができる
・媒体により画材をアナログ、デジタル問わず取捨選択できる

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二2年Bクラス

科目名 コンピュータデザインB

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 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

 演習課題
プロフィールをデザインできる。

 演習課題
プロフィールをデザインできる。

 演習課題
プロフィールをデザインできる。

学習課題 : パス

学習課題 : 文字組み

学習課題 : 画像選択

学習課題 : ブラシトレース

学習課題 : 画像補正

学習課題 : 画像合成

学習課題 : 画像合成

学習課題 : レイアウト

学習課題 : レイアウト

学習課題 : デザイン

学習課題 : デザイン

学習課題 : デザイン

学習課題 : デザイン

Photoshop復習と応用4
画像合成ができる

 演習課題
レイアウトデザインできる。

 演習課題
レイアウトデザインできる。

 演習課題
レイアウトデザインできる。

演習課題
プロフィールをデザインできる。

Illustrator復習と応用2
ペンツールでパスの操作ができる。

Illustrator復習と応用3
文字の入力、デザインができる。

Photoshop復習と応用1
画像の選択ができる。

Photoshop復習と応用2
描画系ツールを扱える。

Photoshop復習と応用3
画像補正ができる。

東京コミュニケーションアート専門学校

コンピュータデザインC科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2

Illustrator復習と応用1
図形の制作、加工ができる。

学習課題 : 図形をデザイン

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

１年次で習得した [ Adobe lllustrator] 、[Adobe Photoshop]の復習に加え画像加工やレイアウト、
文字組などのスキルの向上やデザイン力を身につける。異なる分野のデザインを紹介、
体現することで知識とデザインの幅を広げる。また、１年を通しての一貫した流れを作る事でより実践的なスキルを
培う。

到達目標　
１年を通じて、Machintoshを使用したデザインの技術を学び、ポートフォリオ制作や企業課題、
作品制作などの実践に生かせる技術を身につける。

担当教員
山本周

司

イラストプロダクションを経て2000年よりフリーランス。

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）

テキスト・課題データ

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24日
オリエンテーション

実技

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 前回の授業の反復練習

9 7月10日 実技 ・小物プロダクトのクイックスケッチを練習する 前回の授業の反復練習

10 7月17日 実技 ・小物プロダクトのクイックスケッチを練習する 前回の授業の反復練習

11 9月4日 実技 ・製品の部品展開図を描く 前回の授業の反復練習

12 9月11日 実技 ・製品の部品展開図を描く 前回の授業の反復練習

13 9月18日 実技

14 9月25日 実技/個別評価

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二2年Bクラス

科目名 パース＆スケッチ

必修
選択

担当教員
高橋

誠一郎
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2年次

・授業の狙いを理解する
・線を素早く描く練習を行う

ラインドローイングに慣れる

教員の略歴 東京芸術大学デザイン科卒業、アートセンターカレッジオブデザイン特別コース卒業、（株）JVCケンウッド・デザイン在籍

授業の学習
内容

・インテリアデザイナーの基礎力として、イメージ/アイデアをどう絵に表現するか、また、
　対象物をどう簡潔に絵に表現するかを実習を通じ学ぶ。
・フリーハンドスケッチを基本とし、スケッチを描くことでアイデアを展開する力を養う。
・様々な画材によるスケッチ表現を体験し、自ら得意とする表現手段を習得し、より豊かな表現力を身に付ける。
・スケッチスキル習熟は描き込み量/練習量に比例するので、練習量を充実する。

到達目標　

・発想したイメージを適切に表現する力を習得する。（パース構成力と造形/立体表現力の基本を身に付ける）
・素早くスケッチに表現する力を養う。
・デザインを適切に相手に伝えるスケッチ表現力を養うとともに、より魅力的に表現する手段/応用力を習得する。
・自らの得意/不得意スキルを理解し、得意スキルを伸ばす。
・スケッチ表現は個人差/個性もあり、各人にあった到達レベルを個別に設定し、目標設定する。

評価方法と基準

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

・コントロールした線を素早く描く練習を行う
・筆具によるタッチの違いを理解する

前回の授業の反復練習

・線図による立体の基本形を描く練習を行う 前回の授業の反復練習

・3面図からパース（立体）を理解する
・パースの基本を理解する

前回の授業の反復練習

課題評価試験

・空間を意識した立体構成のスケッチを練習する 前回の授業の反復練習

・各種画材の特長を活かしたスケッチを練習する 前回の授業の反復練習

・マーカーによる陰影をつけた立体表現を行う 前回の授業の反復練習

・マーカーによる陰影をつけた立体表現を行う
・カラーマーカーによる背景表現を練習する

・アイデア展開スケッチを練習する 前回の授業の反復練習

・アイデア展開スケッチのプレゼンテーションを行う
・今期の授業の成果物の個人別評価を行う

この授業の自分の成果物をまとめ見直す

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】　	

スケッチHow to本、実際のスケッチサンプル
筆記用具持参：サインペン、ボールペン、グレーマーカーセット<推奨：COPIC N-2、N-4、N-6、BLACK）、A3スケッチ用紙

東京コミュニケーションアート専門学校

取り組み姿勢評価ポイント
・真摯度：10%

スキル習得評価ポイント

・パースの基本構成力：20%

・造形/立体の基本表現力：20%

・スケッチ表現力/応用力：20%

・スケッチスピード力：10%

・描き込み量：10%



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

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

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

デザインスケッチ：5、ダミーパッケージ製作

ダミーパッケージ最終、プレゼン資料製作

クライアントプレゼンテーション、総評

アジェンダを基に復習

リサーチを基に次週に向けてアイデアをまとめる

リサーチを基に次週に向けてアイデアをまとめる

リサーチを基に次週に向けてアイデアをまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

次週に向けてのプレゼンテーション準備

コンセプトの見直し、ブラッシュアップ

次週に向けてのアイデアをスケッチにまとめる

ダミーパッケージ製作復習、ブラッシュアップ

次週に向けてのプレゼンテーション準備

最終プレゼンテーションの振り返り

コンセプト＆デザインスケッチ：１

デザインスケッチ：2

デザインスケッチ：3

コンセプト中間審査

デザインスケッチ：4

プロジェクト：オリエンテーション

リサーチ＆コンセプトワーキング：１

リサーチ＆コンセプトワーキング：２

リサーチ＆コンセプトワーキング：３

コンセプト決定

東京コミュニケーションアート専門学校

パッケージデザイン科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

2

このクラスの到達目標の理解と確認 講義の振り返り、自分の目標到達への計画作り

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　2年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

１:商品企画からパッケージデザインまでの基を学び商品コンセプト作り、そのコンセプトに合ったデザイン創りを学ぶ。
２：パッケージデザインを通してユーザーのニーズを的確に掴む思考力、デザイン力を身につける。
３：産学協同プロジェクトを経験し、深い思考能力、高い対応力、自分だけの独創性を習得し、グローバルに活躍できる
　 クリエイターを目指す。

到達目標　

企業プロジェクトを通じて実践的かつ応用的なデザイン技術、デザイン速度、プレゼンテーションテクニック、クライ
アント
対応マナーなどを習得する。
全国規模プロジェクトではグループ校とコンペテションになるが競合してデザインを勝ち得る実力、精神力の習得
を目指し、
真の実力を身に付け卒業後プロのデザイナーとして永く活躍できる基礎を構築する。

担当教員
篠塚
正典

パッケージデザイナーとして３０年余、主として（株）明治ザバスのパッケージ全般をディレクションしている。

評価方法と基準 授業に出席し、全ての課題作品を提出したうえでの総合評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【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



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月17日 講義・実技

2 4月24日 講義・実技

3 5月8日 講義・実技

4 5月15日 実技

5 5月22日 講義・実技

6 5月29日 講義・実技

7 6月5日 実技

8 6月12日 実技

9 6月19日 講義・実技

10 6月26日 講義・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 講義・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二　2年Bクラス

科目名 商品企画B

必修
選択

担当教員 高梨 優
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

授業説明・オペレーション演習① 授業で学んだ事の復習

教員の略歴 子供向け雑貨の商品企画、原価計算、在庫管理、オリジナル商品の企画、デザイン、制作、販売、印刷物関係などを行っておりまし

授業の学習
内容

１年次に学んだイラストレーターの基礎を元に、展開図作成、デザイン作業を通し、イラストレーターの
ツール応用を身につけてもらいます。 また、自作した展開図を制作することにより、プロダクトやインテリ
アのモックアップ作りの勉強も兼ねております。 デザインしたものがどのように商品になっていくのか、
作る側の目線でデザインに触れてもらいます。

到達目標　
この授業を通して商品作りの企画・制作・完成までの工程を学ぶ。 イラストレーターを使用し、展開図の
作り方・ツールの使い方を学ぶ。 作成した展開図を実際にプリントし、組み立てることによりモックアップ
作りを学ぶ。 締め切りまでにデータと作品を提出できるよう、スケジュールを組むことを学ぶ。

評価方法と基準

各課題において【提出データ：45点満点】【提出作品：45点満点】【締め切り：10点満点】合計100点とし、学期中の課
題点数の平均点を成績とします。 【提出データ】文字のアウトライン化・画像の埋め込み・トンボや補助線の使い方・
ドブの有無・不具合の有無 【提出作品】汚れなどがなく綺麗に制作できているか・寸法のズレなどがないか・デザイ
ン上の不具合がないか 【締め切り】提出期日までにデータと制作作品が提出できたか

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オペレーション演習② 授業で学んだ事の復習

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

実作・発表・提出／次回の課題説明 次回課題のアイディア出し

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） デザインを完成させてくる／材料購入

実作・発表・提出／次回の課題説明 次回課題のアイディア出し

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） デザインを完成させてくる

　【使用教科書・教材・参考書】

特に無し

東京コミュニケーションアート専門学校

実作・発表・提出 材料購入をしておく

課題評価試験

準備学習　時間外学習
授業時間では足りない、アイディア出し・ビジュアル作成・材料購入を主に学習課題と

します。

1



90時間

3単位

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義と演習

2 5月13日 実技

3 5月20日 実技

4 5月27日 講義と実習

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 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】　必要に応じてプリントを配布

筆記用具・クロッキー帳・USBメモリ(データを保存できるもの)・ファイル

課題評価試験

準備学習　時間外学習 市場リサーチ(商品・流行)

評価方法と基準 ■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）

２年次で学んだ商品企画における一連の知識・作業を元に、より実践的な制作を行い商品デザイナーとしての総
合的な力をつけます。
就活に必要な作品、ポートフォリオに入れられる作品制作も行います。

到達目標　

ターゲットを意識したデザインができる
プレゼンテーション能力を高める
期限内に制作物を完成させる
ポートフォリオの作品を増やす

担当教員
コバヤシ
アユコ

文具・雑貨メーカーにて商品企画およびデザイン業務経験

東京コミュニケーションアート専門学校

キャラクターデザイン科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

３年

メーカー試験対策① リサーチ

学科・ｺｰｽ クリエイティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

メーカー試験対策②

メーカー試験対策③

リデザインキャラ布製品商品企画①

リデザインキャラ布製品商品企画②

リデザインキャラ布製品商品企画③

リデザインキャラ布製品商品企画④

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)① 

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)②

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)③

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)④

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)⑤

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)⑥

原宿商品企画デザイン課題(グループワーク)⑦

(次回課題用)リサーチ

制作用材料準備

レポート

(次回課題用)リサーチ

レポート

グループ内ミーティング

プレゼン準備

レポート



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 実技

3 5月11日 実技

4 5月18日 講義と演習

5 6月1日 講義と演習

6 6月8日 講義と演習

7 6月15日 講義と演習

8 6月22日 実技

9 6月29日 実技

10 7月6日 講義と演習

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 講義と演習

15 9月21日 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）

課題3：時計模写
提出（試験相当）

準備学習　時間外学習

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）
・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ていること

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ポートフォリオに収める作品の制作を軸に、Photoshop/Illustratorを用いた3つ（ないし4つ）の作品制作を行う。
授業は　講義+課題（レポート含む）+合評会をセットとする。

到達目標　

各課題ごとに、「企画」「デザイン計画」「制作」「チェック＆ブラッシュアップ」「完成」の流れを踏むことにより
品質の高い作品がポートフォリオに追加できるよう意識的にブラッシュアップする体制を習得する。
具体的には下記のポイントについて個別にアドバイスを行う
・課題の内容を的確につかみ、常に課題解決的な視点で提案が行えるようになる
・配色や形状など、デザインにはすべて「理由」があることを認識し、提案時にそれを言語化できるようになる
・期限内に制作を進めるためのプロジェクト（自己）管理を行う力を身につける

担当教員
牛山恵

子

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。

東京コミュニケーションアート専門学校

コンピュータデザインII科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3

課題1：名刺入稿原稿作成（講義：Photoshopクリッピングパスの
使い方・便利な使い方）（ポートフォリオ作成と平行して）

【リサーチ】インターネット等を活用し、自分がデザインし
たい名刺の下案を作成する（3時間）

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

課題1：名刺入稿原稿作成2 
名刺ラフチェック（ポートフォリオ作成と平行して）

課題1：名刺入稿原稿作成3  名刺仕上げ（ポートフォリオ作成と
平行して）クラス全員で入稿を体験

アドカード企画制作



アドカード企画制作



アドカード　中間提出　★

アドカード提出日（終わった人から次の課題の企画へ）

課題2：和柄のデザイン

課題2：和柄のデザイン　制作日
ラフ講評（モニターで）（講義：モック制作について・合成）

課題2：和柄のデザイン　中間提出　★

課題2：和柄のデザイン　提出日　プレゼン（試験相当）
時計プリント配布・課題説明

課題3：時計模写（講義：作り方）
もらってきたカタログから制作

課題3：時計模写
制作

課題3：時計模写
中間提出　　★

【リサーチ】ネット印刷の手順をマニュアル等で予習する
（2時間）

【リサーチ】インターネット等を活用し、自分がデザインし
たい名刺の下案を作成する（3時間）

プレゼンテーション資料作成（2時間）

【リサーチ】カタログ収集（3時間）

プレゼンテーション資料作成（2時間）



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月24日
オリエンテーション

実習

2 5月15日 実技①

3 5月22日 実技①

4 5月29日 実技①

5 6月5日 実技②

6 6月19日 実技②

7 6月26日 実技②

8 7月3日 実技③

9 7月10日 実技③

10 7月17日 実技③

11 9月4日 実技④ ・自らテーマを設定し、スケッチスキルを磨く

12 9月11日 実技④ ・自らテーマを設定し、スケッチスキルを磨く 前回の授業の反復練習

13 9月18日 実技④ ・自らテーマを設定し、スケッチスキルを磨く

14 9月25日 実習/個別評価

15 10月2日 試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

科目名 パース＆スケッチⅡ

必修
選択

担当教員
高橋

誠一郎
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3年次

・授業の狙いを理解する
・2年次の復習を行う

ラインドローイングの反復練習

教員の略歴 東京芸術大学デザイン科卒業、アートセンターカレッジオブデザイン特別コース卒業、（株）JVCケンウッド・デザイン在籍

授業の学習
内容

・プロダクトデザイナー、インテリアデザイナーの基礎力として、イメージをどう絵に表現するか、また、
　対象物をどう簡潔に絵に表現するかを実習を通じ学ぶ。
・フリーハンドスケッチを基本とし、スケッチを描くことでアイデアを展開する力を養う。
・様々な画材によるスケッチ表現を体験し、自ら得意とする表現手段を習得し、より豊かな表現力を身に付ける。
・スケッチスキル習熟は描き込み量/練習量に比例するので、練習量を充実する。

到達目標　

・発想したイメージを適切に表現する力を習得する。（パース構成力と造形/立体表現力の基本を身に付ける）
・素早くスケッチに表現する力を養う。
・デザインを適切に相手に伝えるスケッチ表現力を養うとともに、より魅力的に表現する手段/応用力を習得する。
・自らの得意/不得意スキルを理解し、得意スキルを伸ばす。
・特に3年次はスケッチ作業を通じ考える力、発想を広げる力を養う。

評価方法と基準

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

対象テーマの調査/アイデア展開

対象テーマの調査/アイデア展開

アイデアスケッチ演習①-1・・・ポートフォリオ素材目標
対象テーマを設定したアイデア展開

ラインドローイングの反復練習

アイデアスケッチ演習①-2
対象テーマを設定したアイデア展開

対象テーマの調査/アイデア展開

アイデアスケッチ演習①-3
自らのデザインを発表する。講評

スケッチのリファイン

東京コミュニケーションアート専門学校

・個別評価成果物の再提出による課題評価試験

アイデアスケッチ演習②-1・・・ポートフォリオ素材目標
対象テーマを設定したアイデア展開

対象テーマの調査/アイデア展開

アイデアスケッチ演習②-2
対象テーマを設定したアイデア展開

対象テーマの調査/アイデア展開

アイデアスケッチ演習②-3
自らのデザインを発表する。講評

スケッチのリファイン

アイデアスケッチ演習③-1・・・ポートフォリオ素材目標
対象テーマを設定したアイデア展開

アイデアスケッチ演習③-2
対象テーマを設定したアイデア展開

前回の授業の反復練習

・今期の授業の成果物の個人別評価を行う この授業の自分の成果物をまとめ見直す

アイデアスケッチ演習③-3
自らのデザインを発表する。講評

スケッチのリファイン

スケッチのリファイン

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


スキル習得評価ポイント

・パースの基本構成力：20%

・造形/立体の基本表現力：20%

・スケッチ表現力/応用力：20%

・スケッチスピード力：10%

・描き込み量：10%

取り組み姿勢評価ポイント

・真摯度：10%

・努力、上達度：10%



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二　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。
課題＿卒業制作　　金の卵展2020イラストレーション制作（出品希望者）　　卒業制作展展示用オリジナルカレンダー制作

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23日 講義

2 5月14日 講義

3 5月21日 講義

4 5月28日 実技（プレゼン）

5 6月4日 講義

6 6月18日 実技（面談）

7 6月25日 実技（プレゼン）

8 7月2日 講義

9 7月9日 実技（面談）

10 7月16日 実技（プレゼン）

11 9月3日 講義

12 9月10日 実技（面談）

13 9月17日 実技（プレゼン）

14 9月24日 講義

15 10月1日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】

講義専用のノートを用意し、筆記用具は常に持参。必要な資料はプリントにて配布します。

東京コミュニケーションアート専門学校

前期の学びを総括します。 レポート

課題評価試験

準備学習　時間外学習 講義時間にプレゼンができるよう、講義時間外に課題に取り組む。

デザイン演習3
ユーザーを想定して、
商品企画〜コミュニケーションデザインに取り組み、
「伝える」ことと、ユーザーへ「伝わる」ことの違いに気づく
課題に取り組みます。

オリエン

学習課題　プレゼン準備

プレゼン　レポート

デザイン演習4
学生たちのポートフォリオをチェックし、
抜けている視点、取り組むべき課題に取り組みます。
場合により、学生それぞれに取り組むべきメニューを
個別に出します。

オリエン

学習課題　プレゼン準備

プレゼン　レポート

デザイン演習１
商品企画〜プロダクトブランディング
を総合的にトライする課題に取り組み、
「考え、作る」ことを重点的に学びます。

オリエン

学習課題　プレゼン準備

プレゼン　レポート

デザイン演習２
社会的な問題や、時代の要請に、デザインで応える、
主に、「考えること」を主軸に、
さらに一歩先の「考えるべきこと」を自らの思考で
発掘できるようになる課題に取り組みます。

オリエン

学習課題　プレゼン準備

プレゼン　レポート

評価方法と基準
課題の取り組みを中心に評価します。
※課題の取り組みは、課題の出来不出来のみではなく、「取り組む深度」「取り組む意欲」を中心に評価します。
「取り組む深度」「取り組む意欲」は講義内の面談、プレゼン内容、レポートにて、総合的に判断します。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

デザイン表現演習
講義に関するオリエン、質疑応答、演習１のオリエン

講義内ワークショップ　レポート

教員の略歴 マッキャンエリクソン　アートディレクター/株式会社サザビーリーグ　チーフデザインディレクター/北川デザインオフィス代表

授業の学習
内容

卒業を控える最終学年の学びとして、１〜２年生の間に学んできたことを活かしつつ、
さらに「考え、作り、伝える」深度を深め、
「実際の仕事とほぼ同等の心構え、情報収集方法、思考と制作の実践」を
課題と講義と面談を通して学べるよう、講義を進めます。
３年間の学びの集大成として、学生時代の代表作と誇れる作品を１つ、
作り上げることを目標とします。

到達目標　

１）「考え、作り、伝える」のフォームを確実に身につける。
２）自分の考えを明快に伝えることができるプレゼンテーション技術を身につける。
３）３年間の集大成として、ポートフォリオの中で輝きを放つ作品を１つ仕上げる。
４）完成度を最後まで詰めあげる経験を積む。
５）デザイナーとしての心構えを深く学ぶ。

担当教員 北川　正
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 科昼間部二3年Bクラス

科目名 ADデザインⅡ
必修
選択

選択 年次 3年



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 実技

3 5月10日 実技

4 5月17日 講義

5 5月24日 実技

6 5月31日 実技

7 6月7日 実技

8 6月21日 講義

9 6月28日 講義

10 7月5日 実技

11 7月12日 実技

12 7月19日 実技

13 9月6日 実技

14 9月13日 実技

15 9月27日 試験

店舗デザイン-3D3

店舗デザイン-ポートフォリオ1

店舗デザイン-ポートフォリオ2

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

前回までの復習と質疑まとめ

店舗デザイン-製図4 展開図

店舗デザイン-製図5 展開図

店舗デザイン-製図6 展開図

店舗デザイン-3D1

店舗デザイン-3D2

店舗デザイン-コンセプトメイキング1

店舗デザイン-コンセプトメイキング2

店舗デザイン-製図　平面図

店舗デザイン-製図2 照明計画

店舗デザイン-製図3 床伏図

東京コミュニケーションアート専門学校

VectorworksⅡ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3年

店舗デザイン-リサーチ 下記持ち物の確認

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

・実務で多く使用されるVectorworksを使用した製図技術習得と建築設計知識の向上を図る
・Renderworksを使用した3Dパース技術を習得する
・実務レベルの知識と技術を習得し就職活動へのボトムアップを図る

到達目標　
・プレゼンテーション資料(コンセプト+図面一式)を作る事ができる
・3Dパースを使ったプレゼンテーション資料を作成する事が出来る
・授業内で作成した設計資料をポートフォリオとして就職活動に活用できる

担当教員
平野幸

子

SDS SpaceDesignStudio 代表　商業施設・住宅のデザイン・設計・施工のトータルディレクションを行う

評価方法と基準 ・課題内の小項目に対し、評価シートにてルーブリック評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　


筆記用具・ノート・三角スケール・メジャー・電卓・USBメモリー

課題評価試験

準備学習　時間外学習



60

（2）

回数 日程 授業形態

1 4月21日 演　習

2 4月28日 実　技

3 5月12日 ↓

4 5月19日 ↓

5 5月26日 ↓

6 6月2日 実　技

7 6月16日 ↓

8 6月23日 ↓

9 6月30日 ↓

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 課題評価試験

学科・ｺｰｽ クリエーティブ昼二3年B

科目名 WEBデザインⅢA

必修
選択

担当教員 福永
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

作品アーカイブサイトの制作 全作品の画像データ準備

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

複数の既存サイトのリ・デザイン企画・制作

到達目標　
前期ではいろいろなカテゴリーのHPのリ・デザインの企画、製作することでデザイン力のUPをねらう。後期では卒業するにあ
たってWEB制作の基礎をしっかり把握し、あまり複雑なテクニックを使わずとも、 WEBページ全体を完成出来ることを体験し、
WEBデザインへの苦手意識をなくすことを到達目標とする。

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）

WEBサイトのリ・デザイン1（XD） WEBサイト解析、資料収集	

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

WEBサイトのリ・デザイン2（XD） WEBサイト解析、資料収集	

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

WEBサイトのリ・デザイン3（XD） WEBサイト解析、資料収集	

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

　【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

↓ ↓

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

回数 日程 授業形態

1 4月23日 オリエンテーション

2 5月14日 ：

3 5月21日 リングデザイン

4 5月28日 ：

5 6月4日 ワックスカービング

6 6月18日 ：

7 6月25日 ：

8 7月2日 ：

9 7月9日 ：

10 7月16日 研磨と仕上げ

11 9月3日 ：

12 9月10日 ペンダントデザイン

13 9月17日 ：

14 9月24日 ワックスカービング

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二　3年Bクラス

科目名 アクセサリーデザイン＆メイキングⅢ

必修
選択

担当教員
田中
秀幸

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 2

自己紹介　シルバーアクセサリー鑑賞 デザイン制作

教員の略歴
1999年　鳥井製作所(ジュエリー工房)　2001年退社
2002年　Lilac original archetype 設立　現在

授業の学習
内容

リング、ペンダント、ピアスのデザインをする。
ロウワックスを使用してリング、ペンダント、ピアスを制作する。
真鍮板、真鍮線、銀板、銀線を使用してのペンダント、リングの制作。

到達目標　
作品の制作をしながら制作するための工具の名前や使用方法、ロウワックスや地金の特性を
把握することができる。地金の比重グラム単価を知り商品の生産や物流を考えられる。

評価方法と基準 作品クオリティ、授業姿勢、プレゼンテーション力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

自身で制作するデザインをイメージ デザイン制作

自身の指のサイズを測りデザインする デザイン制作

： デザイン提出

工具、材料などの説明

デザインしたリングをワックス造形する ワックス制作

： ワックス制作

： ワックス提出

：

鋳造したリングを工具を使用し研磨する

： 作品提出

ペンダントのデザイン＆修正 デザイン制作

： デザイン制作

　【使用教科書・教材・参考書】

エプロン、筆記用具、油性ペン、コンパス、ノート

東京コミュニケーションアート専門学校

デザインしたペンダントをワックス造形 デザイン提出

課題評価試験

準備学習　時間外学習



60時間

2時間

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・実習

2 4月27日 講義・実習

3 5月11日 講義・実習

4 5月18日 講義・実習

5 5月25日 講義・実習

6 6月1日 実技

7 6月8日 実技

8 6月15日 実技

9 6月22日 実技

10 6月29日 実技

11 7月6日 実技

12 7月13日 実技

13 9月7日 実技

14 9月14日 実技

15 9月28日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　


参考書は必要に応じて配布、クリアファイルＡ４を用意。　強化ダンボール材料、カッター、やのりなど製作道具や材料一式

東京コミュニケーションアート専門学校

「住空間デザイン課題」プレゼンテーション 遅れている場合は自主的に完成させる

課題評価試験

準備学習　時間外学習 随時授業進行に遅れがある場合は自主的に課題作成を行うこと。

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」３Ｄ 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」ラフデザイン 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」製図 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」製図 自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」プランニング 自主的に制作進行

「住空間デザイン課題」ラフデザイン 自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

空間デザインについての講義と実習 復習並びに自主的に制作進行

課題と授業についての説明 講義内容について復習

教員の略歴 インテリア・空間デザイン設計の実務経験27年以上

授業の学習
内容

インテリアデザイナーとして、プレゼンテーション能力向上のため技術力や表現力について実習をメインに各自のスキルに合
わせて個別に指導・アドバイスを行う授業スタイル。
特にポートフォリオ強化のために課題のフィニッシュや各自のポートフォリオへのアドバイスも合わせて行う。

到達目標　

・空間デザインのプランニングの表現力の向上
・アプリケーションソフトや専門技術力の向上（CAD等のアプリケーションソフトや模型作成等の技術力）
・ポートフォリオ用の作品制作
＊前期の段階で1つの作品に絞って内容を充実させる。
　コンセプト、レイアウト、３D、模型まで各自のスキルに合わせて企画書形式でポートフォリオを作成していく。

評価方法と基準
・課題等成果物の提出による評価　ー　技術・デザイン等（独自性やクオリティなど）
・毎回の進行状況による評価　ー　　進行の度合い、自主性など
・観点評価の「関心・意欲・態度」を授業態度より評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員
笹川
征典

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二　3年Bクラス

科目名 インテリアデザインⅡ

必修
選択



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義と討論

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 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 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二　3年Bクラス

科目名 クリエイティブワークⅢA

必修
選択

担当教員 Aiki kanoh

授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

クリエイターとしての考え方の話し合い
将来の自分を考えることにより目指す会社の対応可能 2年時制作作品を準備

教員の略歴
デザイン事務所、プランニングアフィスカノウ代表。広告、パッケージ等のデザインにとどまらず、
店舗プロヂュース等、幅広くクリエイティブ業務に携わっている。

授業の学習
内容

ポートフォリオ制作/PCを使用して作品の修正と不足作品の制作。
・1年時制作作品のリメイク。各自のクリエイティブの好きを形にできる作品を制作することができる。

到達目標　
ポートフォリオに関して目標とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
より実社会に適応する作品作りを体験することでプロ意識の形成を目指す。
・自信のある作品を作り各自自分に自信をつけることと、また将来の自分を見つけ出すこと。

評価方法と基準
評価方法
作品完成度/授業態度／プレゼンテーション能力

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ポートフォリオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各
自希望の作品づくりをする事でより完成度を確認する

ポートフォリオ構成を考える

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ポートフォリオ
ページ構成で自分表現を確認できる

不足作品の制作

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ポートフォリオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ

ザインジャンルを考え作品を制作できる
制作作品の修正と制作

〃 〃

〃 〃

　【使用教科書・教材・参考書】　


講義用ノート（B5)クロッキー BOOKは不可、筆記用具、USB、

ポートフォリを制作
制作物の再確認とリメイク

企業課題のまとめ

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22日 講義

2 5月13日 講義

3 5月20日 講義と実技

4 5月27日 講義と実技

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 講義と実技

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 講義と実技

13 9月9日 実技

14 9月16日 講義と実技

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二　3年Bクラス

科目名 クリエーティブワークⅢＢ

必修
選択

担当教員 鈴木忠広
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

導入①：基本的な企画の流れを理解する

教員の略歴 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15年従事

授業の学習
内容

本講義の目標は、想定した企業課題対してリサーチ・企画～デザインを行う一連の能力を養います。

大まかなな流れとして、ひとつのプロジェクトの流れ同様①リサーチ　②コンセプトメイキング　③デザイン（デザイン→版下デー
タ制作→モックアップ制作）を行い一個のデザインプロジェクトとして制作を行います。

到達目標　

提示された企業課題に対して、リサーチ・コンセプトメイク、最終的には、ディスプレイ上でのデザインデータ制作に留まらず、制
作した各種ツールデータを用い、実際のモックアップまで行うことで、模型制作の知識や技術を習得すると共に、デザインプロ
ジェクトの一連の流れを理解します。

また、本授業で制作したデザインは、最終的にポートフォリオへ掲載することを目標にします。

評価方法と基準
評価は、
①リサーチ（30％）　②コンセプト（30％）　③デザイン・モックアップ（30％）
の３段階でそれぞれ提出するレポート・プレゼン内容及びデザイン・モックアップの完成度と出席（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）

導入②：企画事例を読み解くことで企画を知る 導入②の課題提出準備

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

リサーチ導入：リサーチの方法論を理解する 導入③の課題提出

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：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

リサーチシートの課題提出準備

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

リサーチシートの提出

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

コンセプトワーク：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

コンセプトシートの課題提出準備

デザイン導入：モックアップ作成の方法論を理解する コンセプトシートの提出

デザイン：モックアップを実際に作成する

　【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。

東京コミュニケーションアート専門学校

デザイン：モックアップをブラッシュアップし完成させる モックアップの提出

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 プレゼンテーション

4 5月19日 講義

5 5月26日 実技①

6 6月2日 実技②

7 6月16日 実技③

8 6月23日 実技①

9 6月30日 実技②

10 7月7日 実技③

11 7月14日 実技①

12 9月1日 実技②

13 9月8日 実技③

14 9月15日 講義

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二　3年Bクラス

科目名 コンセプト＆プランニングⅡA

必修
選択

担当教員
東倉
田長授業

形態
実技

総時間
（単位）

選択 年次 3

課題への取り組み　リバイス① 新学期前に出された課題の準備

教員の略歴 日本ﾃﾞｻﾞｲﾝセンター、ｻﾝ・ｱﾄﾞ、グレイ大広,　Y＆R　JWトンプソン、乃木坂事務所開設

授業の学習
内容

グループ別に課題と取り組み。自分の個性をグループ制作に活かす。
実社会での制作のプロセスを学習していく。
プレゼンテーション能力、スキルを維持する。

到達目標　
グループ制作での個性を活かした表現を見つけ
プレゼンテーションする事で自信と協調性を身につける。

評価方法と基準制作物評価　50％、プレゼンテーション評価　50％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

課題への取り組み　リバイス② 前回のリバイス案の準備と復習

第２回のリバイスを受けてのプレゼンテーション 第２回のリバイスの復習

新しい企業課題のオリエンテーション 新しい企業課題のための予習

グループ毎の課題への取り組み 新しい企業課題のための予習

グループ毎のディスカッション 新しい企業課題のための予習

グループ毎のコンセプトまとめ 新しい企業課題のための予習

グループ毎のコンセプトのプレゼンテーション プレゼンテーションの準備

グループ毎のプレゼンテーションとディズカッション プレゼンテーションの準備

企業へのプレゼンテーションとディズカッション プレゼンテーションのリハーサル

企業からのリクエストの整理 指導された点の確認

リバイス集のディスカッション リバイス集の準備

リバイス集の完成 リバイス集の仕上げ

　【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

リバイス案のプレゼンテーションを講評 プレゼンテーションの準備

課題評価試験 全課題ブラッシュアップ後提出

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18日 講義・実技

2 4月25日 講義・実技

3 5月9日 講義・実技

4 5月16日 講義・実技

5 5月23日 講義・実技

6 5月30日 講義・実技

7 6月6日 講義・実技

8 6月13日 講義・実技

9 6月20日 講義・実技

10 6月27日 講義・実技

11 7月4日 講義・実技

12 7月11日 講義・実技

13 9月5日 講義・実技

14 9月12日 講義・実技

15 9月19日 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　その時「旬のWebサイト・コンテンツ」事例

課題評価試験 常にポートフォリオのクオリティの向上準備

準備学習　時間外学習

評価方法と基準 ・個性あるポートフォリオの完成度、クオリティ

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

・ポートフォリオの政策/コンセプトワーク及び進行・制作
・個々の作品の強化　・プレゼンテーション講義・実習
・就職活動指導
・オンライン対策

到達目標　

・就職活動に有効なポートフォリオの完成
・自分らしいプレゼンテーションの実演
・オンライン面接に効果的な自己紹介動画の完成
・就職決定

担当教員
入江洋

平

（株）マッキャンエリクソン・クリエイティブディレクター、(株)グレイワールドワイド・チーフクリエイティブオフィサーを経て、現在（株）propeller・代表取締役。
これまでに日本政府観光局、日本コカコーラ、ネスレジャパン、マイクロソフト、MasterCard、味の素、東京ディズニーランドなど、数々の広告コミュニケーションのクリエイ
ティブディレクションを手掛ける。
日本広告業協会クリエイター・オブ・ザ・イヤー特別賞、ACC賞ブロンズ。カンヌライオンズ／One Show／クリオ／IBA／ニューヨークフェスティバル／ロンドン国際広告／
アドフェストなど海外広告コンクールでの受賞多数。

東京コミュニケーションアート専門学校

ポートフォリオA科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3

個人指導（連休中に補講が必要・教務と相 常にポートフォリオのクオリティの向上準備

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

個人指導

個人指導

個人指導

プレゼンテーション講義・実習

個人指導

個人指導

個人指導

個人指導

個人指導

個人指導

個人指導

プレゼンテーション講義・実習

前期まとめ

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備

常にポートフォリオのクオリティの向上準備



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 自己分析（自分らしさの追求）

4 5月12日 実技 今までの制作物のリストアップ、ブラッシュアップ

5 5月19日 実技＆プレゼン 完成Ⅰ（企業説明会に向けて）

6 5月26日 講義＆実技

7 6月2日 実技 ブラッシュアップ（レイアウトを理解する）

8 6月9日 実技 ブラッシュアップ（画像加工の基礎を理解する）

9 6月16日 実技 ブラッシュアップ（文字について理解する）

10 6月23日 実技＆プレゼン 完成Ⅱ（プレゼン）

11 6月30日 講義＆実技

12 7月7日 実技 ブラッシュアップ

13 9月1日 実技 ブラッシュアップ

14 9月8日 プレゼン 完成Ⅲ

15 9月16日 試験

東京コミュニケーションアート専門学校

ポートフォリオB科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

実技
総時間
（単位）

3

ポートフォリオとは、プレゼンテーションとは何か？ 
本質を見極め、考え理解する。

学科・ｺｰｽ クリエーティブデザイン科昼間部二　3年Bクラス

教員の略歴

授業の学習
内容

ポートフォリオとは何か？ポートフォリオの重要性、役割をしっかり認識する。そして自分の作品を客観
的にとらえ、それらを見直し、掘り起こしていき、ポートフォリオの方向性を決めていく。また自分自身
を、作品をしっかり自己表現できるようにプレゼンの重要性もしっかり学んでいきます。各自が望む就
職先にあったポートフォリオを制作していくとともに、自己PRを含めたプレゼンテーションも合わせて
行っていきます。

到達目標　

・ポートフォリオとは何かを理解し、分かりやすく、見やすく、かつ個性的な（自分らしい）ポートフォリオ
を作ることができる。
・プレゼンテーションの本質を理解し、自分の行動、作品に自信を持ち、どんな環境、状況でもしっかり
自分を表現できる。

担当教員 大舘 大

平成14年3月　多摩美術大学生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻卒業
平成14年4月　渡英
平成16年7月　Blake callege London  Interior design卒業
平成18年12月　帰国
平成21年7月　hundred設立
平成28年7月　株式会社hundred 代表取締役

評価方法と基準
・出席率50％・評価点50％
・ポートフォリオのクオリティ（就職先、進学先など、提出先にあったポートフォリオを作ることができる）
・プレゼンテーションスキル（人前で自分を表現できる）

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 次週に向けたブラッシュアップ素材の準備

ブラッシュアップし、次週提出できるようにする

完成したポートフォリオの提出

自分をブランドに例えて作品という商品を売り出す 
プロモーションを考える。

見直し（余計なモノを削いだり、足りていないモノを
加えたりして、バランスを改良していく）

見直し（余計なモノを削いだり、足りていないモノを
加えたりして、バランスを改良していく）

今までの制作物をまとめておく

今までの制作物をブラッシュアップ・提出

ファイルなどを準備

見直したデータのブラッシュアップ準備

見直したデータのブラッシュアップ準備

見直したデータのブラッシュアップ準備

見直したデータのブラッシュアップ準備

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月17日 講義・実技

2 4月24日 講義・実技

3 5月8日 講義・実技

4 5月15日 実技

5 5月22日 講義・実技

6 5月29日 講義・実技

7 6月5日 実技

8 6月12日 実技

9 6月19日 講義・実技

10 6月26日 講義・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 講義・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二　3年Bクラス

科目名 商品企画ⅡB

必修
選択

担当教員 高梨 優
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

授業説明・オペレーション演習① 授業で学んだ事の復習

教員の略歴 子供向け雑貨の商品企画、原価計算、在庫管理、オリジナル商品の企画、デザイン、制作、販売、印刷物関係などを行っておりまし

授業の学習
内容

１・2年次に学んだイラストレーターの基礎を元に、展開図作成、デザイン作業を通し、イラストレーター
のツール応用を身につけてもらいます。�また、自作した展開図を制作することにより、プロダクトやイン
テリアのモックアップ作りの勉強も兼ねております。�デザインしたものがどのように商品になっていくの
か、作る側の目線でデザインに触れてもらいます。

到達目標　
この授業を通して商品作りの企画・制作・完成までの工程を学ぶ。 イラストレーターを使用し、展開図の
作り方・ツールの使い方を学ぶ。 作成した展開図を実際にプリントし、組み立てることによりモックアップ
作りを学ぶ。 締め切りまでにデータと作品を提出できるよう、スケジュールを組むことを学ぶ。

評価方法と基準

各課題において【提出データ：45点満点】【提出作品：45点満点】【締め切り：10点満点】合計100点とし、学期中の課
題点数の平均点を成績とします。 【提出データ】文字のアウトライン化・画像の埋め込み・トンボや補助線の使い方・
ドブの有無・不具合の有無 【提出作品】汚れなどがなく綺麗に制作できているか・寸法のズレなどがないか・デザイ
ン上の不具合がないか 【締め切り】提出期日までにデータと制作作品が提出できたか

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オペレーション演習② 授業で学んだ事の復習

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

実作・発表・提出／次回の課題説明 次回課題のアイディア出し

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） デザインを完成させてくる／材料購入

実作・発表・提出／次回の課題説明 次回課題のアイディア出し

展開図作り・デザイン作業（レイアウト） デザインの方向性を決める

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） ビジュアル作成

デザイン作業（ビジュアル作成） デザインを完成させてくる

　【使用教科書・教材・参考書】

特に無し

東京コミュニケーションアート専門学校

実作・発表・提出 材料購入をしておく

課題評価試験

準備学習　時間外学習
授業時間では足りない、アイディア出し・ビジュアル作成・材料購入を主に学習課題と

します。

1



60時間

2単位

回数 日程 授業形態

1 4月19日 実　技

2 4月26日 実　技

3 5月10日 実　技

4 5月17日 演　習

5 5月24日 演　習

6 5月31日 演　習

7 6月7日 演　習

8 6月21日 演　習

9 6月28日 実　技

10 7月5日 実　技

11 7月12日 実　技

12 7月19日 実　技

13 9月6日 実　技

14 9月13日 講義と演習

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二　3年Bクラス

科目名 編集デザイン

必修
選択

担当教員 木島朝子
授業
形態

実技
総時間
（単位）

選択 年次 3

文字について1
フォントかるたをつくろう　※グループワーク

復習

教員の略歴 武蔵野美術大学卒業。グラフィックデザイナー。デザイン事務所、印刷会社などを経てデザイン事務所を開業。

授業の学習
内容

これまでに身につけた「InDesign」のオペレーティングスキルを生かし、
「Illustrator」「Photoshop」を併用しながら美しいレイアウトを組む。
フォントに対する知識を深め、小冊子やカタログなどの実践的な課題に取り組む。

到達目標　
「InDesign」の基本操作をマスターする。
美しいレイアウトが組めるよう、編集デザインスキルを向上させることを目標とする。
また、実際に製本を行い印刷物を制作する際の注意点などの理解を深める。

評価方法と基準 ☆評価点（課題評価）：100%

授業計画・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）

文字について2
フォントかるたをつくろう　※グループワーク

復習

文字について3
フォントかるたをつくろう　※グループワーク

復習

演習課題1-1
（復習：フレーム、テキストリンク、配置、スタイル etc）

復習

演習課題1-2
（アンカー付きオブジェクト、表 etc）

復習

演習課題1-3
（クリッピングパス、表 etc）

復習

演習課題1-4
（アンカー付きオブジェクト、行取り etc）

復習

演習課題1-5
（復習：プリフライト、パッケージ etc）

次回課題のアイデア出し

小冊子の制作1
アイデアcheck

復習

小冊子の制作2
制作

復習

小冊子の制作3
制作

復習

小冊子の制作4
制作

復習

小冊子の制作5
講評

復習

【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

InDesign復習
これまでの不明点の確認と復習

復習

課題評価試験

準備学習　時間外学習


	クリエーティブ昼二1年B_●◎クリエイティブワークⅠA
	シラバス1年

	クリエーティブ昼二1年A_●コンピュータデザインベーシック A
	シラバス原本 (2)

	クリエーティブ昼二1年B_●キャラクタードローイング
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年A_イラストレーションⅠA
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年A_クリエイティブワークⅠB
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年A_コミックイラスト制作ⅠA
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年A_コミックイラスト制作ⅠB
	シラバス原本 (2)

	クリエーティブ昼二1年B_ADデザインゼミ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_WEBデザインⅠ
	WEBデザイン1

	クリエーティブ昼二1年B_アクセサリーデザイン＆メイキング
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_イラストレーションⅠB
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_クリエーティブワークⅠB
	シラバス1年インテリア

	クリエーティブ昼二1年B_コピーライティング
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_コンピューターデザインベーシックB
	GDPD_1年_CB

	クリエーティブ昼二1年B_デザインシンキングⅠB
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_ビジュアルコミュニケーション
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_モデリング
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二1年B_製図図面
	製図

	クリエーティブ昼二2年A_●Web
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_●ADデザインゼミⅡ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_●商品企画A
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年A_DTPⅠA
	CI_2年_DTP（詳細）

	クリエーティブ昼二2年A_コミックイラスト制作Ⅱ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年A_コンピュータベーシック II
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_Vectorworks
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_WEBデザインⅡA
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_アクセサリーデザイン＆メイキングⅡ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_イラストディレクション
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_イラストレーションⅡB
	シラバス

	クリエーティブ昼二2年B_インテリアデザイン
	インテリア2年

	クリエーティブ昼二2年B_クリエイティブワークⅡA
	シラバス2年

	クリエーティブ昼二2年B_クリエイティブワークⅡB
	クリエィティブ

	クリエーティブ昼二2年B_コピーライティングⅡ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_コンセプト＆プランニングA
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_コンセプト＆プランニングB
	シラバス２年インテリア

	クリエーティブ昼二2年B_コンピュータデザインA
	GDIL_2年_CD

	クリエーティブ昼二2年B_コンピュータデザインB
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_コンピュータデザインC
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_パース＆スケッチ
	シラバス2021前期2学年

	クリエーティブ昼二2年B_パッケージデザイン
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二2年B_商品企画B
	2年

	クリエーティブ昼二3年B_●キャラクターデザイン
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_●コンピュータデザインII
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_●パース＆スケッチⅡ
	シラバス2020前期3学年

	クリエーティブ昼二3年A_コミックイラスト制作III
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_ADデザインⅡ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_VectorworksⅡ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_WEBデザインIIIA
	WEBデザイン3

	クリエーティブ昼二3年B_アクセサリーデザイン＆メイキングⅢ
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_インテリアデザインⅡ
	インテリア3年

	クリエーティブ昼二3年B_クリエイティブワークⅢA
	シラバス3年

	クリエーティブ昼二3年B_クリエイティブワークⅢB
	クリエィティブ

	クリエーティブ昼二3年B_コンセプト＆プランニングⅡA
	シラバス

	クリエーティブ昼二3年B_ポートフォリオA
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_ポートフォリオB
	シラバス原本

	クリエーティブ昼二3年B_商品企画ⅡB
	3年

	クリエーティブ昼二3年B_編集デザイン
	GDIL_3年_ED


