
新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

リテラシーの授業として暗記をするのではなく、得た知識を活用・応用

する気持ちで臨むこと。内容は制作時にも役立つもの。検定試験も受

験するので、知識と技術を併せ持つ気持ちで授業に臨んでほしい。

日頃からＣＧの使用されているメディア等を気に留めるように意識す

るとＣＧや映像制作や活用のヒントになる。

実務経験教員の経歴 フリーランスでwebデザイン・映像・広告制作の制作に3年関わっていた。教務経験20年。

10 【Chapter6】著作権
制作やネット上で特に注意が必要なもの等を中心

P148〜153

11
・全体の振り返り

・試験について、検定試験について
ミニテスト(過去問題)を使ってここまでの確認

8 4-5ライティング、4-6レンダリング
写真基礎での実習と３ＤＣＧ制作での対比

P111〜123

9 4-7合成、4-8編集
実際の作品をサンプルに使用

P111〜123

6
【Chapter4】3次元CGの制作

4-1モデリング、4-2マテリアル

特徴や用語も確認し。制作時に活用する

P70〜90

7 4-3アニメーション、4-4カメラワーク
実際の映像をサンプルに使用

P92〜110

4 【Chapter２】表現の基礎
モノ作りの基礎

P28〜40

5 【Chapter3】2次元CGと写真撮影
レタッチについて

P42〜68

2
CGの応用分野

・３ＤＣＧムービー鑑賞
プロジェクター準備

3
1-4:CG映像制作のワークフロー

【Chapter５】・コンピュータについて

制作時のＰＣ仕様について確認する

P22〜26P129〜146

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
■授業について

【Chapter1】CGとは・CGの応用分野・シミュレーションとは

テキストに沿いながら、実際に使用しているモノ等からＣＧを

考える。P6〜

授業概要、目的、

授業の進め方

１．どんな意図で作られ、送りだされているかを自分で判断する考え方を知り、自ら情報発信する側としてのルー

ルや知識を身につける。

２．ネット社会の中でのコンテンツとしてのＣＧの位置づけを理解し、その制作工程について等を知識として学び、

実習や、制作に活かす。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.メディアリテラシーについて理解する。2デジタルデータやＣＧについて知識を高める。3ＣＧ検定ベーシックの合

格を目標にする。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
CG-ARTs 入門CGデザイン　資料配布他

２２時間

マルチメディアリテラシー

担当教員 畑野　裕美 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

課題チェック（締め切り厳守と内容）

学期末試験

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

テストの為に覚えるのではなく、制作をする時に役立てる知

識として覚えていく。ＤＴＰと印刷の係わり、その為-のデータ

管理方法もしっかりと覚えること。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとして広告業界に20年関わっている。

11
・パンフレットデザイン④

最終チェック、提出

フィニッシュワークについて学び、制作の場で活用する。P56

～63

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

9
・パンフレットデザイン②

ラフチェック、レイアウトチェック

ラフチェック後にレイアウト制作。レイアウトチェックが通ったら

制作開始。P38～P40

10
パンフレットデザイン③

制作、データチェック

完成物とラフやレイアウトとの違いを確認。データ内容の確

認を行う。P42～45P

7
・雑誌編集④

完成データチェック、プリント提出

①～④までを確認。印刷についての確認。P30～P36，P50

～P51

8
・A4パンフレットデザイン①

犬用家具デザイン（ラフデザイン）

雑誌編集の応用としてパンフレットデザインを行う。

企画を基にラフチェックまでの実施。P52～P53

4
・雑誌編集①

レイアウト作成

写真のデータ化について。レタッチでの補正やフィルタ処理

について。テキストP22～P29

5
雑誌編集②

文字レイアウト

ＤＴＰソフトでの制作とベジェデータでの制作の違いや目的に

ついて。ＤＣＦ，Ｃ１Ｄ，ＯＴＦの違い。級数と歯数。

6
・雑誌編集③

写真レイアウト

紙面レイアウトについて。テキスト入力について。テキスト

P20～P21

2 ・印刷の仕組み
印刷までの流れ。デザインコンセプトについて。テキストP10

～P14、P48～P51

3 ・ページ物制作、データ管理、雑誌編集課題説明
ﾚｲｱｳﾄト紙面の名称について学ぶ。ﾍﾟｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝとﾃﾞｰﾀの関

係や管理の必要性について。ﾃｷｽﾄP16～P19、P52～P55

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ・ＤＴＰとは何か
ＤＴＰについてＤＴＰの流れ・設備・歴史を通して知る。カラー

原理についてを学ぶ。テキストP4～P9、P46～P47

DTP概論

担当教員 五十嵐　寛之 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

２２時間必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ＤＴＰ知識や印刷の基本を理解する。

２、ＤＴＰ実習・ＤＴＰ制作時等に知識を活かす。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1,印刷の仕組みと工程を理解する。2,ＤＴＰによる印刷の知識や工程を理解する。3,ＤＴＰによる編集を理解し、制

作時に活用できるようになる。4,用語の理解。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

ﾃﾞｻﾞｲﾝ印刷知識集DTP 増補改訂版

筆記用具　　他、配付資料



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

コミュニケーションの授業として暗記をするのではなく、得た知識を活

用・応用する気持ちで臨むこと。内容は卒業年次の就職活動時にも

役立つもの。検定試験も受験するので、後半の過去問題を検定対策

授業時に使用する。繰り返しの自宅学習もコミュニケーション力が付

く。

実務経験教員の経歴

10
コミュニケーションプラクティス

接客と営業

実際のコミュニケーション場面で相手を意識した適切な対応

を考える。P60～P71

11
コミュニケーションプラクティス

会議・取材・ヒアリング・面接

就職活動の際にも応用できる内容なので、繰り返し練習す

る。。P72～P82

8
コミュニケーションプラクティス

来客対応・電話対応・アポイントメント・訪問・挨拶

各対応の仕方や社内での情報共有の方法について基礎的

なルールを理解する。P36～P48

9
コミュニケーションプラクティス

情報共有の重要性

チームで仕事をすることの大切さを知り、チームコミュニケー

ションを考える。P49～P59

6
話す力

ことばを選び抜く

正しい接続詞など、出来ている様で間違っていることもある

ので確認する。P23～P26

7
話す力

ビジネス会話の丁寧な表現や言い回し、表現・伝達する

呼称や丁寧語など、ビジネスシーンでの言葉づかいについて

確認する。P26～P29、P30～P33

4
話す力

目的を意識する

コミュニケーションの目的を知り、教材内のCheck1～5を活

用してグループで話し合うP15～P17

5
話す力

話しを組み立てる

分かりやすい話のポイントを学ぶ。

P18～P22

2
聞く力

目的に即して聴く

座る位置なども使い分けて実践してみる。

書P6～P9

3
聞く力

傾聴・質問する

傾聴の重要性を通してペアでロールプレイングを実施。

P10～P14

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 コミュニケーションとは
コミュニケーションの7つのポイント

P1～P5

授業概要、目的、

授業の進め方

１．コミュニケーション検定合格を目指す。

２．その能力を高めることを目的とする。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.コミュニケーションの持つ力を理解する。2どの様な目的や手段があるのかを理解し、コミュニケーション能力の

修得の礎とする。3.話す方法について知り、ＴＰＯに合わせて活用する理解力を付ける。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
コミュニケーション検定　初級 公式ガイドブック＆問題集　資料配布他

２２時間

コミュニケーション学

担当教員 倉澤　光希 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 メーカでデザイン企画・販促に8年携わっていた。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。

アイディア出しは授業時間だけではなく、自宅でも行う必要が

ある。積極的に実習に取り組み、チェックを必ず受けてから次

の工程に移ること。課題は全て提出すること。参考にした資

料はチェック時にすべて持参すること。作品は汚さず、折らず

丁寧に扱うこと。

10
・『自身の選んだ広告物のリ・デザイン』①

・各自持ち寄った素材を基にリ・デザインを行う
目的に合わせたデザイン考え方。資料収集の仕方。

11
・『自身の持ち寄った広告物のリ・デザイン』②

・授業内完成→2限プレゼンテーション→まとめ

本制作。画彩の使い方も合わせて確認。

コンセプトの説明の仕方とプレゼンの仕方。

8
・『リ・デザイン』②

・ラフ制作・ラフ添削
アイディアのラフチェックの制作。

9
・『リ・デザイン』③

・本制作・完成・プレゼンテーション

本制作。画彩の使い方も合わせて確認。

コンセプトの説明の仕方とプレゼンの仕方。

6
・『ロゴタイプ・ロゴマーク』本制作

・授業内完成/プレゼンテーション

本制作。画彩の使い方も合わせて確認。

コンセプトの説明の仕方とプレゼンの仕方。

7
・『リ・デザイン』①

・冊子を配布→既存デザインについてディスカッション

り・デザインの説明。アフタービフォア-を見せて視覚的にも違

いを知る。目的に合わせたデザイン考え方。

4
・『ロゴマークとロゴタイプ』プリント説明

・『ロゴタイプ・ロゴマーク』課題説明

5
・『ロゴタイプ・ロゴマーク』ラフ制作

・ラフ添削(出席番号順)

アイディアのラフチェックの制作。

目的に合わせたデザイン設定の仕方。

目的に合わせたデザイン考え方。資料収集の仕方。

2
・ピクトグラム①ラフチェック

・『〇〇のためのピクトグラム』課題制作

アイディアのラフチェックの制作。

目的に合わせたデザイン設定の仕方。

3
・課題チェック・提出

・提出課題の簡単なプレゼンテーション

本制作。画彩の使い方も合わせて確認。

コンセプトの説明の仕方とプレゼンの仕方。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
・導入/自己紹介/概要説明(プリント配布)

・ピクトグラム①課題説明

.ロゴタイプ、ロゴマークの違いを把握する。ぴくとグラムの基

本構成について学ぶ。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．デザインを考察する上で必要となる手描きの基礎技術を習得する。

２、ロゴタイプやロゴマーク、ピクトグラムなどから発想力・提案力を養う。

３、コンテストへの応募も目指す。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.ロゴタイプ、ロゴマークの違いを把握する。2.目的に合わせたデザイン案を提案する事ができる。3.こんせぷとに

ついて説明できる。4.アイディアをカンプレベルで表現できる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
鉛筆、ロットリング、コピックマーカー、ＰＭパッド、色鉛筆、各種定規　他　配付資料

４４時間

フォントグラフィー

担当教員 宝福　大志 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

・応用課題（２）　曲線の構成、直線の構成

自然の中で色相のドミナントとアクセントで表現できるものの

配色を考える。

15 ・色彩調和　配色技法②（講義・実技）
P86～P92

配色方法技法②。実習プリント配布。

19
季節を感じる：季節感を出す配色を考え、指定された場所に

使う。

16 ・色彩調和　配色技法③（講義・実技）
P～P

実習プリント配布。配色表③の制作。

17

14

・応用課題（１）　ドミナントとアクセント（講義・実技）

・応用課題　グラデーション（実技） 自然の中にグラデーションで表現できるものを見つける。

18

・色彩調和　配色技法①（講義・実技）
P78～P85

基本的な配色方法技法。

20 ・課題の完成
（１）（２）の課題を進行状況に合わせ制作し完成させる。要提

出。

21 ・色彩士検定対策①
過去問題Vol.２より、傾向に合わせて時間内の回答。その後

の解説。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとして10年デザイン会社等に勤務。

22 ・色彩士検定対策②
過去問題Vol.２より、傾向に合わせて時間内の回答。その後

の解説。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。

色味に不自然があった場合は再提出の場合もある。課題は

全て提出すること。混色の配合など、ノートに記録をする。作

品は汚さず、折らず丁寧に扱うこと。

全ての実習課題について、塗り斑がでないように、しっかりと

着色する。

・色の心理効果　カラーイメージ②（実技）
ここまでの内容を踏まえて

実習プリント配布。各項目に合わせたミニ課題制作。
9

・色の心理効果　カラーイメージ③（実技）

P72～P77ページ内容をクリアしてから実習プリント配布。

ここまでの内容を踏まえて

実習プリント配布。各項目に合わせたミニ課題制作。

12 ・復習課題　見えないものに色を見る（実技）
視覚以外で感じさせる：気持ちを表現する。食べた時、聞い

た時などの気持ちを表現する。

13 ・第6章　色彩調和（講義・実技）

10

11 ・カラーイメージ
コンセプトの説明の仕方と提出の仕方。

ここまでの課題の提出状況もチェック。

・色の表示方法　明度表・トーン表（講義・実技） P29～P32明度・彩度の活用法まで。

実習プリント配布。明度表・トーン図の制作。
5

・第4章　色の知覚効果　対比・同化（講義・実技）
P32～P51

実習プリント配布。対比・同化表の制作。
6

・第5章　色の心理効果　知覚・心理効果（講義）
P57～P69

演習問題はあらかじめケント紙に準備しておく。
7

・色の心理効果　カラーイメージ①（実技）
ここまでの内容を踏まえて

実習プリント配布。各項目に合わせたミニ課題制作。
8

・第3章　色の表示方法　色相環（実技）
P24～P28、P37～P38

実習プリント配布。混色の作り方。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ・第1章　色のなりたち（講義）
P5～P10

道具・用具の説明も行う。

・第2章　混色　三原色（講義） P10～P19

4

４４時間

2

・混色　三原色（実技） 加法混色と減法混色の表を制作する。3

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．色彩学の基本を理解。

２、作品に反映できるようにする（知識を技術に反映する）。

３、色彩士検定3級合格を目指す。

（対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

1,色彩学の基本を理解する。2,.作品制作時に色彩の知識を活かした配色ができるようになる。3,知識を技術に活

かす、また技術を知識として確認する事ができる。４,色彩士検定の合格を目指す。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

Color  Master Basic(色彩士検定ﾃｷｽﾄ2･3級対応)、過去問題Vol.２

鉛筆、ロットリング、アクリルガッシュ、各種定規等　他　配付資料、

色彩構成

担当教員 笠原　雅人 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

21 大判デジタルイラスト・デジタル制作 完成。データ提出

22 プレゼンテーション クラス内プレゼンの実施。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

締め切り厳守。遅れそうな場合は、相談・報告を事前にして、

実際の現場でも仕事を落とさないための対応ができるように

なってもらいたい。資料収集は普段から行うこと。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

17 大判デジタルイラスト・カンプ制作 カンプ制作

18 大判デジタルイラスト・デジタル制作 カンプを基にする制作

19 大判デジタルイラスト・デジタル制作 中間チェック①

20 大判デジタルイラスト・デジタル制作 中間チェック②

13 大判デジタルイラスト・サムネイル制作 コラージュを工夫した構図でデジタルイラストを制作

14 大判デジタルイラスト・ラフスケッチ制作 サムネールからラフスケッチへの展開

15 大判デジタルイラスト・ラフスケッチ制作 ラフスケッチ制作

16 大判デジタルイラスト・カンプ制作 ラフスケッチチェックとカンプ制作

9 複雑なトレース パスの練習。いかに美しいラインを引けるかがポイント

10 商業広告制作 Illusutratoによる広告展開。共通テーマ。

11 商業広告制作・完成 完成。データ提出

12 振返り課題 これまでの内容の確認課題を実施

5 面分割のモチーフ・カンプ制作 ラフスケッチチェックとカンプ制作

6 面分割のモチーフ・ＰＣ制作開始 カンプを基にする制作

7 面分割のモチーフ・ＰＣ制作 中間チェック①

8 面分割のモチーフ・ＰＣ制作 完成。データ提出

1 授業趣旨、Illusutratorについて
この授業でのIllusutratorの使い方、制作の仕方について学

ぶ

2 平面構成とは グラフィックデザイン表現の基本

3 面分割のモチーフ・サムネイル制作
課題説明とモチーフ選択

アイディアの出し方

4 面分割のモチーフ・ラフスケッチ制作 サムネールからラフスケッチへの展開

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

授業概要、目的、

授業の進め方

１．面分割を活用したイラストの描き方を理解し、デジタルで表現できるようになる。

２、オリジナルイラスト制作を通してIllusutratorを使ったデジタル表現ができるようになる。

３、コンペ作品の制作を目指す。

（対面授業のみ実施）

８８時間

学習目標

（到達目標）

1面分割による表現方法を理解する。2,.制作の手順を学び、作品制作ができるようになる。3,Illusutratorを自由に

扱う事ができる。４,データ管理を理解する。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ、Illusutrator、配布資料、デザイン画材一式　他

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

デジタルイラスト

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年



② 新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

44時間

DTPデザイン１

担当教員 倉澤　光希 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ＤＴＰ知識や印刷の基本を理解する。

２、ＤＴＰ実習・ＤＴＰ制作時等に知識を活かす。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1,印刷の仕組みと工程を理解する。2,ＤＴＰによる印刷の知識や工程を理解する。3,ＤＴＰによる編集を理解し、制

作時に活用できるようになる。4,用語の理解。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

ﾃﾞｻﾞｲﾝ印刷知識集DTP 増補改訂版

筆記用具　　他、配付資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
・デザインについて

・Adobe InDesignで何ができるのか

ＤＴＰとは何か。ＤＴＰの流れ・設備。カラー原理についてを学

ぶ。

2
・プロフィール制作

（簡単なプロフィール制作）
印刷までの流れ。デザインコンセプトについて。

3 ・ページ物制作、データ管理、雑誌編集課題説明
レイアウト紙面の名称について学ぶ。ページデザインとデー

タの関係や管理の必要性について。

4
・雑誌編集①

レイアウト作成
紙面レイアウトについて。テキスト入力について。

5
雑誌編集②

文字レイアウト

ＤＴＰソフトでの制作とベジェデータでの制作の違いや目的に

ついて。ＤＣＦ，Ｃ１Ｄ，ＯＴＦの違い。級数と歯数。

6
・雑誌編集③

写真レイアウト

写真のデータ化について。Adobe Photoshopでの補正やフィ

ルタ処理について。

7
・雑誌編集④

完成データチェック、プリント提出

①～④までを表現できているかどうかの確認。印刷について

の確認。

8
・A4パンフレットデザイン①

犬用家具デザイン（ラフデザイン）

雑誌編集の応用としてパンフレットデザインを行う。

企画を基にラフチェックまでの実施。

9
・パンフレットデザイン②

ラフチェック、レイアウトチェック

ラフチェック後にレイアウト制作。レイアウトチェックが通ったら

制作開始。

10
パンフレットデザイン③

制作、データチェック

完成物とラフやレイアウトとの誤差の確認。データ内容の確

認を行う。

11
・パンフレットデザイン④

最終チェック、提出
完成チェックと出力。データと出力したものの誤差確認。

12 ・パンフレットデザイン② 実習プリント配布。各項目に合わせたミニ課題制作。

13 ・パンフレットデザイン③
Ｐ　～Ｐ

実習プリント配布。色彩調和の制作。

14
・パンフレットデザイン④

組版、読ませる文章の組み方

Ｐ　～Ｐ

実習プリント配布。配色表①の制作。

15
・パンフレットデザイン⑤

モノクロカンプチェック

Ｐ　～Ｐ

実習プリント配布。配色表②の制作。

16 ・パンフレットデザイン⑥
Ｐ　～Ｐ

実習プリント配布。配色表③の制作。

17
・パンフレットデザイン⑦

カラーカンプチェック

Ｐ　～Ｐ

実習プリント配布。グラデーション表①の制作。

18
・パンフレットデザイン⑧

カラーカンプチェック

19
・パンフレットデザイン⑨

カラーカンプチェック
目的に合わせた色彩の考え方と表現方法。

20
・パンフレットデザイン⑩

制作と制作チェック
コンセプトの説明の仕方と提出の仕方。

21
・パンフレットデザイン⑪

制作と制作チェック

過去問題Vol.２より、傾向に合わせて時間内の回答。その後

の解説。

課題チェック（締め切り厳守と内容）

各課題の完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

課題毎、授業毎チェックを締切に合わせて行う。。内容不十

分な際は、再提出の場合もある。課題は全て提出すること。

講義内容は他の実習でも必要な事なので、つながるように学

ぶこと。

実務経験教員の経歴

22 ・完成、提出
過去問題Vol.２より、傾向に合わせて時間内の回答。その後

の解説。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

わからない事を次回に繰り越さずに確認するようにすること。

写真基礎やＤＴＰの授業につながる内容であることを理解し

授業に臨んでほしい。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとして10年デザイン会社等に勤務。

レイヤースタイル

ビットマップの特徴

11 Illustratorとの連携② 完成。データ提出

9

Illustratorとの連携①

表現方法の工夫

10 データの互換性

スタンプ、修復

レイヤー機能

選択範囲の操作・クイックマスク

7

テキストの編集

レタッチ

8

4 選択範囲の操作 様々な選択方法

5

色調補正、調整レイヤー

クイックマスクの活用方法

6

2 実習課題：遠近感の演出
フィルタ、レイヤー、レイヤーマスク（アルファチャンネルの概

念）

3 実習課題：ゆがみ補正（自由変形、定規、ガイドライン） （自由変形、定規、ガイドライン

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
Potoshopについて。IllustratorとPhotoshopの違い（ベクターとビット

マップ）
写真加工・合成などのフォトショップソフトについて説明。

授業概要、目的、

授業の進め方

１． フォトショップの基本操作を習得し、制作物に応じた手法の選択をできるようになる。

２． ビットマップデータの知識を深め、データ制作や管理の重要性を理解する。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.Photoshopの基本操作ができる。

2.写真の加工、補正を学ぶ。

3.補正処理について理解する

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト　他

２２時間

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

フォトレタッチ

担当教員 笠原　雅人 -

２学期



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

基礎的な部分を重点的にデザインでも活かせる知識を教える。一眼

レフに慣れていないので注意事項を何度も伝え、機材を大切に使わ

せる。

実務経験教員の経歴 DTPオペレーターとして2年。ブライダルカメラマンとして9年

10 カメラのレンズ、模写 様々なレンズを体験

11 これまでの作品をプレゼン
これまでの作品をプレゼン。写真を学ぶ事の意味、写真の楽

しさ、をふりかえる。

8 スタジオ撮影① 人物

9 スタジオ撮影① 物撮り

6 色温度・ホワイトバランス ホワイトバランスを調整するための方法。

7 撮影サイズ、構図 構図を意識した撮影

4 課題確認、写真集 ここまでの写真にをまとめる。

5 S値・F値・ISO感度 光について、絞り・SS・ISO・

2 デジタル一眼レフカメラを使用 代表的な構図の紹介。

3 フィルムカメラに挑戦
一眼レフを使い、特に、シャッタースピード、絞りを意識させ

る。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 授業趣旨、カメラについて
写真を学ぶ事でデザインに活かせること。

カメラの写る仕組み、歴史と成り立ち。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．カメラの構造や写真の構図を学ぶ。

２．デジタル一眼レフカメラの使い方及び撮影技法を覚える。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

一眼レフカメラの使用方法を学び、写真の撮り方の基礎を身につける。

また、コラージュやポートフォリオの写真を使った制作を学ぶ。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
一眼レフカメラ

２２時間

写真基礎

担当教員 羽田　裕之 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

21 練習課題③細密画を組み立ててみる　：フィニッシュワーク コンテンツのレイアウト

22 2学期のまとめ：すべての作品をA3:１枚にレイアウト 完成とデータ提出

19 練習課題③細密画を組み立ててみる　：データの互換性 知識の部分の確認

20 練習課題③細密画を組み立ててみる　：マスクの工夫 機能を確認しながらの制作

17 練習課題②切手完成 機能を確認しながらの制作

18
Photoshop

練習課題③細密画を組み立ててみる
Illustratorで活用したようにパスを使う

15 コンペ制作② 完成とデータ提出

16 練習課題②切手 モノクロ基本を一緒に制作

コンペ制作①、コンペ説明② ラフチェック後の制作

14 コンペ制作② 中間チェック

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

自分の操作している内容を確認しながら制作をする。「なんとなく」

やっていると不測の事態に対応ができない。

プリントが配布されたら、自分が分かりやすい様に追記をどんどんし

て、再度作りたい時にサポートしてくれる資料にカスタマイズする。

実務経験教員の経歴

10 課題②オリジナルチョコの広告 ラフスケッチの制作を行い、制作。

11 １学期のまとめ：すべての作品をA3：１枚にレイアウト データ提出

12 コンペ制作① 1学期末に応募要項の配布・説明・アイディア出し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

13

8 課題①カラーチョコ カラーへの展開

9 課題②オリジナルチョコ ラフスケッチの制作を行い、制作。

6 ２DCG：タイヤ モノクロ基本を一緒に制作

7 練習課題①チョコレート モノクロ基本を一緒に制作

4 立体地図 モノクロ基本を一緒に制作し、応用でカラーバージョン

5 ブレンドとマスク 機能の確認

2 Illustratorの基本 図形を作る：（マークとクッキー）

3 パスの応用；手早く描く 3つの練習課題を用意

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 OSについて 自己紹介の制作

授業概要、目的、

授業の進め方

１．Illustratoを使った様々な表現方法を学び、応用力を付ける。

２．絵を描くことだけではなく、デジタルデータについてフォーマット等を理解し、使用目的に合わせてデータ管理が

できるようになる。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.Illustratorの基本操作ができる。2.ファイルの作成・保存・印刷ができる。3.実用テクニックを活用できる。

4.Illustratoテクニックを身につける。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト　　資料配布他

８８時間

デジタルデザイン

担当教員 倉澤　光希 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザイン業界に30年係わっている

22
まとめ 2学期のまとめと振り返りを行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特性と使い方を理解した上で作品制作を行う。

用紙の扱いにも注意し、雑な扱いにならないよう意識する。

20
完成した作品を面分割 テクニックは個人指導

21
色彩（配色） 色彩はデザイン性を持たせる

18
顔のカンプ表現演習 サンプルの素材の模写・素材のトレース・転写・色入れ

19
カンプ続き テクニックは個人指導

16
レンダリングの作品を元にメン分割の制作 面分割の仕組みと考え方

17
面分割 完成

14
製品の質感・明暗をよく観察しながら、パステルと色鉛筆で仕上げる パステルの使い方をレクチャー

15
完成した作品を台紙に貼り、トレーシングペーパーをかける トレペの掛け方、作品保護

12
レンダリングの演習 製品を相手に伝えるための表現

13
レンダリングの演習 カンプ表現（パステルと色鉛筆）

10
多義図形（ダブルイメージ）の課題 続きを完成させる

11
まとめ 1学期のまとめ。各課題の振り返りを行う。

8
多義図形（ダブルイメージ）の習得 説明を聞きながら真は制作してみる

9
多義図形（ダブルイメージ）の課題 本制作

6
平面構成④ 課題提出（図形平面構成）

新規課題（新しい構成作成）

7
拡大・縮小、変形図形の演習 2点作成の他（任意の図形を作成）

4
平面構成② 製図基本の多角形を組み合わせて、平面構成を作成

5
平面構成③ 製図基本の多角形を組み合わせて、平面構成を作成

2
製図用具を使って基本図形画法の習得 下書きスミ入れ

3
平面構成① 多角形の図法を生かして平面構成

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
道具の確認と使い方

空間ホワイトスペース（点～線～面）

デザインする上での手描きの重要性。画材使用の基礎につ

いて。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．グラフィックデザイン表現方法の１つ・描く（アナログ手法・表現）基礎を学ぶ。

２．モノをよく観察し、画材・道具の基本使用方法から応用法を習得。

３．表現力と創造力を養う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.画材の使い方を学び活用して、アナログ手法・表現ができる。2.画面構成力を身に付ける。3.イメージしたアイデ

アを表現することができる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
鉛筆、アクリルガッシュ、コピックマーカー、各種画材、定規等　他　配付資料

８８時間

ベーシックデザイン

担当教員 石川　経治 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

22 プレゼンテーション ここまでの作品をまとめる

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

自分の操作している内容を確認しながら制作をする。「なんとなく」

やっていると不測の事態に対応ができない。

プリントが配布されたら、自分が分かりやすい様に追記をどんどんし

て、再度作りたい時にサポートしてくれる資料にカスタマイズする。

20

透過テクスチャ レースの表現

21 提出 完成・データ提出

18

ライティング、テクスチャー テクスチャの方向やマッピング状況等19

レンダリング、コンポジェット 今回はプリントアウトをするので解像度を意識する。

16

課題２：缶・オリジナルデザイン ラフスケッチの制作。テクスチャーのデザインもポイント17

モデリング スケッチを確認しながら制作する

14

練習課題２：缶・同型 資料配布。15

同型完成

12 プリミティブ編集① りんごと葉

13 プリミティブ編集② ピーマン

10 マテリアル、レンダリング 質感の工夫

11 コンポジット：レイアウトまでを考えて制作 完成・データ提出

8 グラススイーツの制作 スケッチ制作

9 モデリング 断面図のイメージ制作

6 レンダリング パースペクティブについて

7
sweepによるモデリング

押し出しと旋回、グラス
グラス用意

4
課題１：飛行機・オリジナルデザイン

モデリング
ラフスケッチの制作

5 マテリアル設定 ライティング、テクスチャー

2 3DCGの制作フローの確認 5つのプリミティブで各座標系の確認

3 練習課題１：飛行機・同型 プリミティブを使った空間把握・モデリング

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
CGROOMの約束確認

３ＤＣＧソフトの基本操作
プリミティブ

授業概要、目的、

授業の進め方

１．３ＤＣＧのワークフローに合わせ、モデリングからレンダリング、コンポジットまでの制作ができるようになる。

２．３Ｄ表現の可能性をレタッチも合わせてイメージできるようになることで、他のコンテンツ制作の1つとして表現の

選択肢を増やせるようになる。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.３ＤＣＧのワークフローを理解する。2.ワークフローに合わせて制作できる。3.マテリアルを理解する。4.３Ｄの空

間把握ができるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト　　資料配布他

４４時間

コンピュータグラフィックス

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

14 木炭デッサン④完成 進みに合わせて個別で指導

15 鉛筆デッサン② モチーフに合わせた表現方法

木炭デッサン④ トルソ、マルス

13 木炭デッサン④ 続きとチェック

８８時間

ドローイング

担当教員 冨所　龍人 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．形や幅、太さ、厚み、奥行き、陰影などを一つ一つ注意深くよく観察して、ものを観る力を養いう。

２、形の把握。思い込みで書かない様にして、線ではなく面で捉えることを意識し形をとらえる方法を知る

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
1,画材について知り、使い方を理解する。2,物を捉える事ができる。3,描けるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
鉛筆、各種紙類、練り消し、木炭、他

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 木炭デッサン① 木炭の取り扱い方・石膏像２体準備

2 木炭デッサン①完成 線ではなく面で捉えることを意識し形をとらえる

3 木炭デッサン② 木炭の取り扱い方・石膏像３体準備

4 木炭デッサン② ヘルメス、アポロ、アグリッパ

5 木炭デッサン②完成 フェキサチーフの準備

6 木炭デッサン③ 構図とプロポーションに注目して描く

7 木炭デッサン③ ３＋ミケランジェロ

8 木炭デッサン③完成 前回の作品と見比べて講評

16 鉛筆デッサン② ＡＲＴ：ガラス・生物、ＤＤ：幾何形

9 鉛筆デッサン①手のデッサン 鉛筆の削りから入る

10 鉛筆デッサン① 鉛筆の使い方や工夫を伝える

11 鉛筆デッサン①完成 チェックと提出

12

17 鉛筆デッサン② ＡＲＴ：ガラス・生物、ＤＤ：幾何形

18 鉛筆デッサン②完成 チェックと提出

19 木炭デッサン⑤ モリエール、ビーナス、アポロ

20 木炭デッサン⑤ 進みに合わせて個別で指導

21 木炭デッサン⑤ 進みに合わせて個別で指導

22 プレゼンと総評 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

各課題の完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

諦めずに時間をかけて根気強く制作をする。石膏と机・椅子

の場所が変わらない様に、作業に入る前にマークングをす

る。

実務経験教員の経歴 画家。第95回白日会にて文部科学大臣賞受賞。現在、泊日会会員。



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

各課題の完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

課題は全て提出すること。消さずに残す。紙切れに書かず、

レポート用紙や原稿用紙を使用して原稿料や文字数なども

意識する。書いたものは必ずファイリング等をして取っておく

こと。1度で文章は出来上がらない。リトライが必要。文字は

丁寧に書く。

実務経験教員の経歴 プランナー・コピーライターとして企業の広告制作に23年携わっている。

11 ・学習のまとめ ここまでの内容の振り返りとまとめ。

9 ・練習課題：文章創作の提出 各項目に合わせた文章とコピーの制作。

10 ・文章を整える（リライト）
完成した文章の添削をうけ、再度、文節・文脈なども確認しリ

ライトする。

7 ・文章創作 前半を読んで後半を知る。

8 ・練習課題：文章創作
実習プリント配布。各項目に合わせた文章とコピーの制作方

法について説明。

5 ・5W1Hについて ５Ｗ１Ｈを使って今を考える。文字で表現する。

6 ・5W1Hについて ５Ｗ１Ｈを使って時代の先を読む。文字で表現する。

3 ・発想法、他己紹介文　方法
これまでのことを踏まえて、発想の仕方について考える。他

己紹介を通して、取材方法を学ぶ。

4 ・発想法、他己紹介文　作成 取材を実践し、文章に仕上げる。

1 ・自己紹介、連想ゲーム
項目に合わせた自己紹介の文章制作を行う。テーマに合わ

せた連想ゲームをグループで行い発想力を鍛える。

2 ・川柳の仕組み
公募川柳にチャレンジする。テーマの分析を行い、求められ

ていることを明確にする。

学習目標

（到達目標）

1,文章の組み立て方。制作の基本を理解する。2,キャッチコピーの基本を理解する。3,ターゲットや目的に合わせ

たキャッチコピーの制作ができるようになる。４,コンテスト応募を目指す。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
原稿用紙、レポート用紙、筆記用具　他　配付資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

授業概要、目的、

授業の進め方

１．文章制作やキャッチコピーの基本を理解。

２、ビジュアルに適したキャッチコピーの考え方を習得する。

（対面授業のみ実施）

２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数 ２２時間

現代文章

担当教員 本望　典子 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 1 開講時期



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

8 プレゼンテーション 制作物の他に企画書やプレゼンボードなども制作する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

これまでに身に付けた知識と技術の集大成としての制作。充

分に力を発揮して欲しい。チェックも計画に合わせ必ず受け

ること。チェック締め切るも意識して、計画的な制作ができる

ようの心がけること。

6 制作④ 引き続き制作：１週間に1度以上のチェック

7 制作⑤ 引き続き制作：１週間に1度以上のチェック

4 制作② 引き続き制作：１週間に1度以上のチェック

5 制作③ 引き続き制作：１週間に1度以上のチェック

2 サムネール→アイディア→ラフスケッチ→カンプの順でチェック 個別にて添削チェック

3 制作① 制作：１週間に1度以上のチェック

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション

企画・提案・制作
計画に合わせ、各自の制作進行状況に合わせチェック

授業概要、目的、

授業の進め方

１．１年間の集大成として技術の確認を行いながら制作を行う。

２．修了制作へ向けた企画の立案・カンプの作成

３．個別のチェックをして、１人１人の企画内容をブラッシュアップする。

４．3学期は完成を目標に2学期の続きを実施し、プレゼンテーションまで行う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.修了制作の企画・立案ができるようになる。2.添削を受ける際のやり取りで交渉力を付ける。3.制作を計画的に

進められる。4．プレンテーションができるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
作品に合わせた各種画材、筆記用具、他　配付資料

２４０時間

修了制作

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン科 対象学年 1・２ 開講時期 ３学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

各課題の完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

課題は全て提出すること。消さずに残す。紙切れに書かず、

レポート用紙や原稿用紙を使用して原稿料や文字数なども

意識する。書いたものは必ずファイリング等をして取っておく

こと。1度で文章は出来上がらない。リトライが必要。文字は

丁寧に書く。

実務経験教員の経歴 プランナー・コピーライターとして企業の広告制作に23年携わっている。

10
企画制作

キャッチコピー制作
相談しながらチームで進めることも大切

11 完成 プレゼンテーション

9 ブレストの基本

6

キャッチコピー20本（入浴剤）

完成

例題をいくつか実施。レポート用紙で提出。

7

チーム分け、役割分担

ディレクターへオリエン

バリエーションが近いため視点をずらす工夫が必要

続き

キャッチコピー20本（入浴剤）

キャッチコピーの考え方

新規課題　公募・応募準備

8 参考となるキャッチコピー

2 キャッチコピー提出、添削、返却 個々に対応

3

ターゲットやシーンを変更して、キャッチコピーを練る

「先生への手紙」コンペに参加新規課題　公募

4 応募要項確認

5

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 クラスメイトにキャッチコピーをつける① 取材等、考え方・方向性を絞る

授業概要、目的、

授業の進め方

１．現在～過去のトレンドを振り返り、未来のトレンドを考察。「選ばれるコピーとはなにか」をディスカッションを通

して学ぶ。

2．独自性あるコピーを生むための調査を常に行う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
1.過去・現在の流行に興味を持ち、未来に繋がる独自性あるコピーを考察。2.文章の構成力と発想力を養う。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
レポート用紙、筆記用具　他　配付資料

２２時間

コピー概論

担当教員 本望　典子 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

著作権とビジネスシーンの関わりを理解する。

利用者として、他人の著作物を侵害せず正しく著作物を利用しなけれ

ばいけないことを理解する。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

10 知的財産権制度（産業財産権と著作権）
テキスト（Ｐ149～158）

情報社会と情報モラルについて

11 総まとめ 過去問題解答

8 著作隣接権
テキスト（Ｐ117～132）

著作者の権利と保護期間

9 著作権の侵害
テキスト（Ｐ133～148）

（侵害行為と罰則、民事的対策）

6 著作権の権利制限規定①
テキスト（Ｐ83～96）

（私的使用、付随的著作物、教育関係、図書館関係）。

7 著作権の権利制限規定②
テキスト（Ｐ97～116）

（非営利無償の上演・演奏等、引用・転載、その他）

4
著作権（複製権、上演権・演奏権、上映権、口述権、公衆送信権、伝達

権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権）

テキスト（Ｐ43～62）

二次的著作物に関する権利

5 著作権の保護期間。
テキスト（Ｐ63～82）

著作権の譲渡と利用許諾

2 著作物の例示。特別な著作物。
テキスト（Ｐ17～30）

著作者の定義と例外。著作者と著作権者。

3 著作者人格権
テキスト（Ｐ29～42）

（公表権、氏名表示権、同一性保持権）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 著作権の概要。著作物の定義。著作物該当性に関する問題点。
テキスト（Ｐ1～18）

著作物の定義。著作物該当性に関する問題点。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．創作者のみならず様々なコンテンツが溢れる現代社会において必要不可欠な著作権の知識を習得する。

２．著作権をはじめとする知的財産権周辺の有識者として著作物を正しく扱える人材を目指す。

（対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

1.著作権について学び、制作物についての責任感を持つ。2.著作権やコンプライアンスなどの意識を取って企画・

提案・制作できるようになる。3.サーティファイ主催ビジネス著作権検定初級の取得。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ビジネス著作権検定BASIC・初級公式テキスト、筆記用具、赤ペン（丸付け用）、蛍光マーカー

２２時間

著作権講座

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。

課題は全て提出すること。作品は汚さず、折らず丁寧に扱う

こと。

全ての実習課題について、動かしても取れない様な接着や

工夫をすること。

実務経験教員の経歴 家具デザインや店舗設計等を21年間仕事とする中でカラーコーディネートにも携わっている。

8 絵本コンクール出品を考えながら作る サイズの確認

11 ポップアップ絵本提出日 プレゼンテーション

9 制作 制作継続

10 完成を目指し制作 フィニッシュワーク

6 試作品製作 制作

7 試作等チェック、又は相談する事 試作や仕掛けについて確認をする

4 各自の計画表で進行する 仕掛けと制作計画に無理がないか確認

5 アイデアのチェック 制作開始。中間チェック

2 ギフトカード提出 制作計画表をチェック

3 ポップアップ絵本を作る どの様な仕掛け工夫するのか

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
授業の目的

ギフトカードを2種作る

授業概要、目的、

授業の進め方

１．デジタルの世界であっても手作業で物を作る時の正確さや丁寧さの大切さを知る。

２、作品に反映できるようにする（知識を技術に反映する）。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1,紙の扱い方の基本を理解する。2,.道具の使い方を知り、丁寧な処理ができるようになる。3,ＧＤ制作のフィニッ

シュワーク時に技術を活かす。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
カッター各種、各種定規、ぺーパーセメント等画材、各種紙　他　配付資料、

２２時間

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

ペーパークラフト

担当教員 岩橋　すみえ ○

１学期



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

コミュニケーション講座で話し方をはじめ、面接などのヒントを学ぶの

でつなげて考えること。自分事として考える。各種書類や文章などす

べて捨てずにとっておき、今後の本スタートに向けブラッシュアップを

繰り返す際の資料とすること。動画教材は家でも利用すること。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

10 就職活動に入る前の準備① ここまでの流れの確認

11 就職活動に入る前の準備②
リクルートスタイルについて

進路指導室のかつについて、

8 自己PR、志望動機
自己分析をした際の内容も資料に自己PRと、現状での志望

動機について考える。

9 履歴書 書類の書き方と添削

6 就職活動スケジュール
合同ガイダンス・企業説明会・会社説明について

今、何を準備したら良いのか。

7 雇用について・求人票の見方
企業研究をする際のポイント

企業を絞り込む際の自分の条件も考える

4 企業が求める人材像 企業が求める人材像について

5 社会人マナー
話し方・電話の掛け方など、就職活動時に必要な事を中心

に。コミュニケーション講座の内容も復習。

2 学んだことを活かした就職
自己分析１：これまでの自分でできること、今の自分でできる

ことのピックアップをする。

3 業種、職種、求人票 自己分析２：「できること」から、職種について考える。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ライフデザインの考え方。何故就職するのか？
これまでの自分を振返り、これからの自分の人生計画を考え

る

授業概要、目的、

授業の進め方

１．社会人としてのマナーやルールを学ぶ。

２．就職活動に入る準備として、その考え方や心構えを習得する。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.業種と職種の違いが判る。2.就職活動を行うための準備ができる。3.ビジネスマナーについて理解する。4.自身

の就職活動をイメージし職業観を身に付ける。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ウイネット　動画で学ぶ就活ナビ、その他配付資料

３３時間

就職実務Ⅰ

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

ポートフォリオサイトデザイン・ラフ 画面サイズを意識したラフ制作。

ポートフォリオサイトデザイン・パーツ スケッチを基にコンテンツの制作。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

印刷物とwebで使用するコンテンツ制作の相違点を意識する。広告物

などとの総合的な提案が仕事上では出てくるので、コンテンツ制作時

の工夫やデータ管理についても重要。

10 ポートフォリオサイトデザイン・コーディング
ﾍﾟｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝに合わせたコーディング。ブラウジング確認をま

めに行うこと。

11 ポートフォリオサイト・提出 修正や調整をして提出。

8

ポートフォリオサイトを制作する

・コンテンツ制作について

自分のポートフォリオをサイトを制作する準備。これまでの作

品データの整頓。

9

・リンクについて
ページ間のオーサリングについて操作性も重視。

P85～P99

6

7

4 HTMLの基本操作・実技編
HTMLの基本構造を知り、タグ入力をする。

P28～進行状況に合わせて活用

5
CSSの基本操作・知識編

ページデザインについて

スタイルシートの組み方を考える。

P37～P69、P152～

2 HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識
Web制作の準備として基本ランゲージを知る。

P6～P16

3
Weページで何ができるのか

制作手順

Net利用の端末を意識したページデザインやまたできること

をしり、制作に活かす。P17～P27

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 HTMLとは
Ｗｅｂの基礎知識。何気なく使っているインターネットについて

考える。P1～P5

授業概要、目的、

授業の進め方

１．広報ツールの1つとしてのwebサイトやＳＮＳの役割を知り、グラフィックデザイナーの視点からwebデザインを考

えらるる様になることを目的とする。

２．発信者として著作権やコンプライアンス等を意識し、責任のある情報発信を考えられるようになる。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.ＨＴＭＬやＣＳＳの仕組みを理解し、サイトデザインができるようになる。。2.レイアウトに沿ったコーディングが理解

できるようになる。4.制作を通し、コンテンツ制作やコーディングができるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
WeNet出版　HTML+CSS ｸｲｯｸﾏｽﾀｰ HTML5対応、その他配付資料

２２時間

WebデザインⅠ

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

11
jqueryを使ってみよう

12

Dreamweaverの操作方法

Webディレクションについてここまでの復習・Webディレクション

9 続き 個々にチェック

10 レイヤー整理とデザインマニュアル ファビコン・OGP画像・バナー制作

実務経験教員の経歴 起業し、ブランドコンサルティング、WEBディレクターとして4年携わっている。

3 ワイヤーフレームの作成
グリッドシステムでレスポンシブ

4 デザイン制作①
メニュー、ファーストビューのデザイン

5 続き

22 課題発表　プレゼンテーション 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

何を求められているのか、内容はもちろんであるが、操作性や視認性

などwebならではのデザイン工夫を日頃から意識してサイトを見る様

にして欲しい。

20 課題制作⑧　構築 制作とまとめ作業

21 質問と確認
プレゼン準備

18 課題制作⑥　構築 制作

19 課題制作⑦　構築 制作：データのまとめも行う

16 課題制作④　デザイン
構築に入れるように設計できているか確認

17 課題制作⑤　構築
制作

14 課題制作②　デザイン
個々にチェック

15 課題制作③　デザイン
個々にチェック

2 Weｂサイトの種類・UXデザイン
まずはサイトを知る

13 課題制作①　ディレクション
テーマを基に作業に入る

個々にチェック

6 デザイン制作②
共通パーツ、ボタンのデザイン

7 デザイン制作③
画像とWebタイポグラフィ

8 デザイン制作④ コンテンツとフッターのデザイン

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
自己紹介

Webデザイナーに必要なスキル

何ができることが必要なのか

授業概要、目的、

授業の進め方

１．広報ツールの1つとしてのwebサイトやＳＮＳの役割を知り、Ｗｅｂプランニングの視点からwebデザインを考えら

るる様になることを目的とする。

２．発信者として著作権やコンプライアンス等を意識し、責任のある情報発信を考えデザイン提案ができるようにな

る。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.webデザインの広報的な役割を理解し、サイトデザインができるようになる。。2.クライアントに合わせ、ユニバー

サル的な視点で提案ができるようになる。4.制作を通し、コンテンツ制作やコーディングができるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト、配付資料、他

８８時間

WebデザインⅡ

担当教員 小黒　知佳 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 フリーランスのイラストレーター。バーチャルからリアルまでアート的な活動もして19年。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

「毎回！筆記用具類は必須！！」です。専用にノートなどを用意して

おくと良いです。

最後に毎回の授業の進行について説明します。午前の授業は３Dの

レクチャー、午後はメイン課題のチェックと午前に出たミニ課題制作

し、時間が余ればメイン課題を制作する感じです。しかし個々の作業

の進み具合によってこの進め方は変化します。

10 押出し、パス押出し、旋回、スキンなどの基本モデラー
基本モデラーを使って、形状に規則性が有りかつ複雑な形状

をポリゴン変換させて作ることも可能

11 メイン課題の制作とチェック
人体モデリングの完成

8 金属、ガラス、マット、グローなどを１テクスチャーで作成する。
金属などの光沢がある質感の場合、必ず映り込みを生じさせ

ないとツヤのある質感を得ることができない。

9 ライティング ３Dでは仕上げる上で最も重要な機能。

6 ポリゴンモデリング３
「頭部のモデリング」

7 テクスチャーとレンダリング
自身で作成したイメージファイルをモデリングしたオブジェクト

に貼り付けることもできる。

4 ポリゴンモデリング１
「ポリゴンモデリング基礎１」「手のモデリング」

5 ポリゴンモデリング２
人体のベースをポリゴンで制作」

2 フリーテーマモデリング
３D基本操作２

3 規定のモデリングをする

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 3DCGデザインテクニック
マイフェバリットの発表

授業概要、目的、

授業の進め方

１．マイフェバリットをテーマした作品の制作の３ＤＣＧ制作を通して企画から制作計画を含め、制作テクニックを向

上させることを目的とする。

（遠隔授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.規定のモデリングができる。2.ポリゴンモデリングできるようになる。3.人体のベースをポリゴンで制作できるよう

になる。4.完成度の追及

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，３Ｄ系ソフト、配付資料、他

６６時間

３ＤＣＧテクニック

担当教員 中野　博文 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

４４時間

デジタルデザインⅡ

担当教員 服部　元祥 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．パンフレットの制作を通してレイアウトの基本・応用へ展開した制作を行う。

２．オリジナル性・発想力を高め自分のアイディアをIllustratorを使ってＤＴＰ制作を行う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.レイアウトの基本・応用（フォント、写真、色などの使い方）2.オリジナル性・発想力を高める。3.IllustratorのDTPと

しての使い方。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト、配付資料、他

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 雑誌誌面り・デザイン
見本の収集

2
　　サムネール制作

　　チェック

個々にチェック

3    ミニカンプ作成（イラレ説明）
個々にチェック

4     雑誌の表紙カンプ（説明）
デジタルデザインで制作したデータを次回持参すること

5
　　提出

　　原寸ラフ制作

クライアントとの打合せを想定して実施

6 　　原寸ラフ制作
クライアントとの打合せを想定して実施

7 　　チェック
進行状況に合わせてデジタル制作開始

8 カンプ制作 遅くともここから制作開始

9 カンプ制作 中間チェック

10 カンプ制作 中間チェック

11 　提出
完成前の中間チェックを1回受けること

一度出力してチェック

12 観光パンフ 休み中に観光パンフを3冊以上資料として集める。

13 　　原寸ラフ制作
文字サイズなども確認

14 　　チェック　／　観光ポスター
6ページパンフ見開きでデザインすること

15     チェック　／  縮小ラフ制作
個々にチェック

16   　チェック　／  原寸ラフ制作
パンフが完成していなくてもポスタも同時スタートさせる

17   　チェック
個々にチェック

18 カンプ制作 デジタルデータの制作開始

19 カンプ制作 制作、個別にチェック

20 カンプ制作 制作、個別にチェック

21 提出
データ管理をしっかりと

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザイン業界に30年係わっている

22   プレゼン 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

何を求められているのか、内容はもちろんであるが、操作性や視認性

などwebならではのデザイン工夫を日頃から意識してサイトを見る様

にして欲しい。



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

４４時間

ＤＴＰデザインⅡ

担当教員 倉澤　光希 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

 １．InDesignを使用した実践的な制作方法を習得。

 ２、ページネーションを理解した紙面構成が行なえる知識・技術を習得。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1. InDesignを使用した実践的な制作ができる。2.印刷原稿となるデータの制作ができる。3目的に合わせた.レイア

ウトができる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
PC　筆記用具　　他、配付資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 InDesign習得状況確認課題 InDesignでの制作の特性を確認

2 InDesign習得状況確認課題 実際に操作しながら内容確認

3 マスターページ
マスターページの設定、子マスター、特殊文字との連携を実

践で習得

4 子マスターの管理
マスターページの設定、子マスター、特殊文字との連携を実

践で習得

5 配置データ応用 画像データなどをあらかじめ用意しておくこと

6 復習課題 個人で練習課題に取り組み基本操作を復習

7 プリフライト、パッケージ、PDF
プリフライト、パッケージ、ＰＤＦ書き出しで入稿前のデータ

チェックと入稿データの作成方法を習得

8 課題講評 一年次に制作したポートフォリオをInDesignで編集

9 課題ブラッシュアップ 前回の続き。添削含む

10 課題ブラッシュアップ 前回の続き。添削含む

11 ポートフォリオオリエンテーション ポートフォリオの制作目的と制作を通した技術ＵＰについて

前回の続き。添削含む

15 ポートフォリオ作成 前回の続き。添削含む

12 ポートフォリオ作成 コンセプトシート作成

13 ポートフォリオ作成

デジタルデータ制作16 ポートフォリオ作成

17 ポートフォリオ作成

14 ポートフォリオ作成

引き続き、オリジナル企画特集ページを１人づつプレゼンし

意見交換をする。

18 ポートフォリオ作成 前回の続き。添削含む

19 ポートフォリオ作成 前回の続き。添削含む

実務経験教員の経歴

作品カテゴライズ

台割、スケッチ①

22 総まとめ
InDesignを使用するメリットを復習する。

オリジナル企画特集ページは各自ブラッシュアップ。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

課題毎、授業毎チェックを締切に合わせて行う。。内容不十分な際

は、再提出の場合もある。課題は全て提出すること。InDesignの利便

性を理解させる為の課題設定をする。講評会による意見交換で学生

同士の刺激を促す。

20 ポートフォリオ作成 前回の続き。完成に向けフィニッシュワーク

21 プレゼン・講評会



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

４４時間

立体デザイン

担当教員 皆川　静子 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ポストカードを目的に、オーブンクレイFIMOを使用して半立体（レリーフ状）でキャラクターを造形、背景（平面）

を準備して組み合わせ、デジカメで撮影～ポストカードとしてプリントする。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.オーブンクレイについて知る。2.クレイモデリングできるようになる。企画や計画に合った内容で制作する事がで

きる。4.リアル3Ｄについて表現の幅を知る

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
オーブンクレイFIMO、アクリルガッシュ、筆一式、粘土べら、ラップ、オーブン　他

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
立体デザイン（半立体イラスト）の説明とFIMOの体験 オーブンクレイFIMOの説明、立体イラストの説明

2
ポストカードアイデア作り テーマに合わせてスケッチ

3
アイデアチェック～原寸のラフスケッチ制作 ポストカードのサイズ110×155ｍｍ

4
ラフスケッチ（プラン）に基づきFIMOの準備をする 必要なFIMOの準備

5
FIMOでの造形開始 ラフスケッチを基にFIMOの準備

6
FIMOでの造形の続き 個々にチェック

7
FIMOでの造形開始～オーブンで焼き固めながら作業を進める 造形チェックが終わった人から焼く

8
完成～平面の背景と組み合わせてデジカメで撮影 完成した人から背景の準備を行い撮影

9
完成～平面の背景と組み合わせてデジカメで撮影 完成した人から背景の準備を行い撮影

10
完成～平面の背景と組み合わせてデジカメで撮影 完成した人から背景の準備を行い撮影

11
平面の背景と組み合わせてデジカメで撮影～ポストカードのプリント ポストカードプリントアウトで完了

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

造形に入った後、FIMOが乾かない様にラップを使って補完すること。

実務経験教員の経歴 絵本・広告の立体イラストレーション制作に38年間携わっている



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

８８時間

テクニカルスケッチ

担当教員 笠原　賢悟 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．2次元的、平面的な思考回路から、奥行きのある3次元的な思考回路と、その具体的な表現

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.オーブンクレイについて知る。2.クレイモデリングできるようになる。企画や計画に合った内容で制作する事がで

きる。4.リアル3Ｄについて表現の幅を知る

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、コピックマーカー、パステル、ＰＭパッド、ケント紙、ロットリング　他

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
実習①フリースケッチ キャラのデッサン

12
実習④テキスト本のイラスト操作　1 ガラケー（インダストリアル系）のイラスト制作

13
実習④テキスト本のイラスト操作　2 見本提供

14
実習⑤プロダクト系のイラスト　1 パステルを使ったイラスト制作

オリジナルモフモフ系キャラ

15
実習⑤プロダクト系のイラスト　2 パステルを使ったイラスト制作

オリジナルモフモフ系キャラ

16
実習⑥フワフワ・モフモフ系のイラスト　1 オリジナルモフモフ系キャラと硬質素材の融合イラスト制作

下絵制作～着彩

17
実習⑥フワフワ・モフモフ系のイラスト　2 前回の続き

各自の進行状況に合わせ個別指導

18
実習⑥フワフワ・モフモフ系のイラスト

速攻スケッチ

前回の続き

完成

19
実習⑦最終イラスト　1 写真を基にリアルイラストの制作

20
実習⑦最終イラスト　2 前回の続き

22
プレゼンテーション 総評

21
実習⑦最終イラスト　3 前回の続き

完成

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。課題は全

て提出すること。

授業で使用する画材・道具各種を授業前に用意しておくこと。

用紙の扱いに注意すること（折らない・汚さない）

実務経験教員の経歴 パースやイラストを描く仕事をデザイン現場において22年間係わっている

2
パースを意識したスケッチ ３消点パースでキャラクターを描く

3
パースの基礎知識 ２消点パース

4
基本的な技法（外観） マーカー＆パステル

5
実習②フリースケッチ　1 建築物の外観パース

6
実習②フリースケッチ　2 建築物の外観パース

7
実習②フリースケッチ　3 建築物の外観パース：着彩

8
パースの基本技法（内観） １消点、２消点の練習

9
実習③夢のマイルーム　1 下図～線画立ち上げ

10
実習③夢のマイルーム　2 インキング→着彩

11
実習③夢のマイルーム　3 着彩～仕上げ、ハイライト



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

８８時間

３Ｄムービーデザイン

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ムービーの仕組みや概念を学び、２Ｄ及び３ＤＣＧアニメーションの制作ができるようにそれぞれの知識や技術

を身に付ける。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.ムービー制作の知識を学ぶ。2.２ＤＣＧアニメーションが作れるようになる。3.３ＤＣＧアニメーションが作れるよう

になる。4.実写の編集ができるようになる

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、ＰＣ、編集系ソフト　他

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
映像の仕組み

・アニメーションの基礎、１秒の駒数

絵コンテ：森のくまさん(次回提出)

2
・キーフレーム法：15フレと30フレの違いを確認

3DＣＧのムービー

・球体のみでのモーション表現

3
・モーションデザイン

プリミティブ飛行機を飛ばす：プロペラ

回転とグループ化

4
・カメラワーク

　　設定とカメラのモーション

カメラの設定

5

・スキン機能のムービー

・魚のモーション

人が歩く時の動きを観察

6
魚はどうやって泳ぐのかを観察

7

【練習課題】

コマドリアニメーション　１５秒：写真

大きさと水の関係

8

13
前回の続きと作品鑑賞会 第三者から見てもらった時の気付きについて意見を出し合

う。

14

・Photoshopのアニメーション機能

　　コンペの告知

11
絵コンテの制作

写真を使ったコマドリアニメーション

12
前回の続き 前回の続き

パラパラアニメーション

9
絵コンテチェック

10
コンテンツ制作 ２ＤＣＧで制作

テーマに合わせて絵コンテ制作コンペ応募作品制作：個人制作

15
制作開始 制作

16
前回の続き 制作

17
完成し、応募 フォーマットや既定の確認

【練習課題】　・エフェクトを使った文字デザイン

基本画面の確認をしながら制作

制作

18
エフェクトについて

　仕組みと活用Ａｆｔｅｒ　Ｅｆｆｅｃｔ

Ａｆｔｅｒ　Ｅｆｆｅｃｔの基本操作

19
【練習課題】　・エフェクトを使った文字デザイン

基本画面の確認をしながら制作

制作

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

　　人型が歩く　ロボットでもOK。

【練習課題】水槽で泳ぐ魚

【練習課題】

コマドリアニメーション　１５秒：花、絵コンテの制作

22
プレゼンテーション 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

マメに保存。データが重たくなるので、管理に留意すること。

絵コンテのない制作は終わりがなく、時間ばかりを取られてしまうの

で、練習であっても絵コンテを描く癖がつくようにする

20
【練習課題】　・エフェクトを使った文字デザイン

基本画面の確認をしながら制作

制作

21



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

22
プレゼンテーション

ここまでの制作作品について

総評

修了制作は３学期に引き続き制作を行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

マメに保存。データが重たくなるので、管理に留意すること。

制作計画に合わせた作業ができているかどうかも意識すること。

20
修了制作：デジタルデータ制作開始 チェック後、ＰＣでの制作開始

21
修了制作：デジタルデータ制作 前回の続き

18
修了制作：ラフ 個々にチェック

19
修了制作：カンプ 内容を最終確認

16
修了制作：アイデア発想・サムネイル 制作物全体の企画をチェック

17
修了制作：アイデアスケッチ 企画に対してのデザイン内容か確認

14
Photoshop広告グラフィック：実践課題 前回の応用

15
修了制作オリエンテーション 制作工程の確認

12
Photoshop広告グラフィック：オリエンテーション 制作工程の確認

13
Photoshop広告グラフィック：練習課題 制作時間を決める

10
ＰＣ制作・仕上げ 完成に向けた作業

11
出力と装丁 応募準備

8
ＰＣ制作、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモノの表現⑤ 二科展の本制。３Ｄ技術のＵＰ課題を行う-カメラワークとレン

ダリング

9
ＰＣ制作・進行チェック、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモ

ノの表現⑥

二科展の本制。３Ｄ技術のＵＰ課題を行う-仕上げとデータ提

出

6
カンプ制作、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモノの表現③ 二科展のカンプチェックをしながら、３Ｄ技術のＵＰ課題を行う

-マテリアル設定

7 ＰＣ制作開始、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモノの表現④
二科展の本制作開始。３Ｄ技術のＵＰ課題を行う-ステンシル

4
ラフスケッチチェック、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモノ

の表現①

二科展のラフチェックをしながら、３Ｄ技術のＵＰ課題を行う-

モデリング１

5
カンプ制作、３ＤＣＧ制作：透過・反射・堅いモノ・柔らかいモノの表現② 二科展のカンプ制作、３Ｄ技術のＵＰ課題を行う-モデリング２

2
二科展作品制作 傾向と対策

3
アイディアスケッチチェック、３Ｄ制作：マテリアルの工夫 二科展のアイディアチェックをしながら、３Ｄ技術のＵＰ課題を

行う

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
1年次作品の振り返りと分析 自分の強みを知る

授業概要、目的、

授業の進め方

１． 色々な作家等の作品を観て作品研修を行い、自己の作品制作に活かす力を培う。

２．２Ｄ・３Ｄ両方の表現の幅を広げ、作品のクオリティアップを図る力を培う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.ＰＣを使った制作制作技術のＵＰ。2.コンテストへのチャレンジ。3.目的に合わせたビジュアル等を作れるようにな

る。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、ＰＣ、編集系ソフト　他

８８時間

2D・3Dデザイン

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 起業し、ブランドコンサルティング、WEBディレクターとして4年携わっている。

22 課題発表　プレゼンテーション 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

何を求められているのか、内容はもちろんであるが、操作性や視認性

などwebならではのデザイン工夫を日頃から意識してサイトを見る様

にして欲しい。

20 課題制作⑧　構築 制作とまとめ作業

21 質問と確認
プレゼン準備

18 課題制作⑥　構築 制作

19 課題制作⑦　構築 制作：データのまとめも行う

16 課題制作④　デザイン
構築に入れるように設計できているか確認

17 課題制作⑤　構築
制作

14 課題制作②　デザイン
個々にチェック

15 課題制作③　デザイン
個々にチェック

12 ここまでの復習・Webディレクション Webディレクションについて

13 課題制作①　ディレクション
テーマを基に作業に入る

10 レイヤー整理とデザインマニュアル ファビコン・OGP画像・バナー制作

11 Dreamweaverの操作方法
jqueryを使ってみよう

8 デザイン制作④ コンテンツとフッターのデザイン

9 続き 個々にチェック

6 デザイン制作②
共通パーツ、ボタンのデザイン

7 デザイン制作③
画像とWebタイポグラフィ

4 デザイン制作①
メニュー、ファーストビューのデザイン

5 続き
個々にチェック

2 Weｂサイトの種類・UXデザイン
まずはサイトを知る

3 ワイヤーフレームの作成
グリッドシステムでレスポンシブ

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
自己紹介

Webデザイナーに必要なスキル

何ができることが必要なのか

授業概要、目的、

授業の進め方

１．広報ツールの1つとしてのwebサイトやＳＮＳの役割を知り、Ｗｅｂプランニングの視点からwebデザインを考えら

るる様になることを目的とする。

２．発信者として著作権やコンプライアンス等を意識し、責任のある情報発信を考えデザイン提案ができるようにな

る。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.webデザインの広報的な役割を理解し、サイトデザインができるようになる。。2.クライアントに合わせ、ユニバー

サル的な視点で提案ができるようになる。4.制作を通し、コンテンツ制作やコーディングができるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト、配付資料、他

４４時間

WebデザインⅢ

担当教員 小黒　知佳 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

10 独楽2種：吹き独楽6個、ぶんぶん独楽3個制作 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

11 独楽2種：吹き独楽6個、ぶんぶん独楽3個：提出 全てを完成させ提出

8 独楽2種：吹き独楽6個、ぶんぶん独楽3個制作 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

9 独楽2種：吹き独楽6個、ぶんぶん独楽3個制作 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

6 課題3、紙のおもちゃNo.1 説明

7 独楽2種：吹き独楽6個、ぶんぶん独楽3個制作 個々に制作

説明

4 美しい箱2種 制作

5 美しい箱2種完成 制作・完成後提出

実務経験教員の経歴 家具デザインや店舗設計等を21年間仕事とする中でカラーコーディネートにも携わっている。

1 課題、折り紙パッケージ ギフトＢＯＸ4個：八角・六角・四角・四角錐

2 課題、折り紙パッケージ完成 ギフトＢＯＸ4個：八角・六角・四角・四角錐

3 課題2、紙のカルトナージュ

22 全ての作品についてプレゼンテーション 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。

課題は全て提出すること。作品は汚さず、折らず丁寧に扱う

こと。

全ての実習課題について、動かしても取れない様な接着や

工夫をすること。

20  ハンベルマン人形　2体 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

21  ハンベルマン人形　2体 全てを完成させ提出

18  ハンベルマン人形　2体 個々に制作

19  ハンベルマン人形　2体 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

16     モビール　3個制作完成 全てを完成させ提出

17 課題5　紙のおもちゃ　No.3 説明

14     モビール　3個 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

15     モビール　3個 個々に制作・1種類毎にチェックを受ける

12 課題4　紙のおもちゃ　No.2 説明

13     モビール　3個 個々に制作

学習目標

（到達目標）
1,物作りにおいて正確さや丁寧さの重要性を知った上で作品の完成度を上げる

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
カッター各種、各種定規、ぺ＾パーセメント等画材、各種紙　他　配付資料、

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

授業概要、目的、

授業の進め方

１．デジタルの世界であっても手作業で物を作る時の正確さや丁寧さの大切さを知る。

２、デザイン企画力をつけ、作品表現に反映できるようにする（知識を技術に反映する）。

（対面授業のみ実施）

通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数 ４４時間

ペーパークラフトⅡ

担当教員 岩橋　すみえ ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

造形に入った後、FIMOが乾かない様にラップを使って補完すること。

実務経験教員の経歴 絵本・広告の立体イラストレーション制作に38年間携わっている

10
FIMOによる造形 造形チェックが終わった人から焼く

11
造形完成

デジカメによる撮影

完成した人から背景の準備を行い撮影

8
FIMOによる造形 造形

9
FIMOによる造形 造形

6
アイデアスケッチ～原寸のラフスケッチ制作～ アイディアスケッチ(３面図)の制作、必要なFIMOの準備

7
FIMOの準備～造形開始 造形

4
造形完了～撮影 完成した人から背景の準備を行い撮影

5
オリジナルキャラクターのデザイン 課題内容とスケジュール説明

2
既存のキャラクターを1点選んで、3面ラフスケッチを制作～ アイディアスケッチ(３面図)の制作、必要なFIMOの準備

3
FIMOの準備～制作 造形チェックが終わった人から焼く

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
課題内容の説明とスケジュール 課題内容とスケジュール説明

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ポストカードを目的に、オーブンクレイFIMOを使用して半立体（レリーフ状）でキャラクターを造形、背景（平面）

を準備して組み合わせ、デジカメで撮影～ポストカードとしてプリントする。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.オーブンクレイについて知る。2.クレイモデリングできるようになる。企画や計画に合った内容で制作する事がで

きる。4.リアル3Ｄについて表現の幅を知る

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
オーブンクレイFIMO、アクリルガッシュ、筆一式、粘土べら、ラップ、オーブン　他

４４時間

キャラクターデザイン

担当教員 皆川　静子 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

最終プレゼンは商品開発とプロモの総合企画書で行う。

実務経験教員の経歴 楽曲制作に従事する傍ら企画立案のブレーンとして参加し(５年間)制作に係わっていた

21 商品開発とプロモの総合企画書制作 制作

22 プレゼンテーション 総評

19 商品開発とプロモの総合企画書制作 制作

20 商品開発とプロモの総合企画書制作 制作・中間チェック

17 講義と演習Ⅰプレゼン 講義と演習

18 商品開発とプロモの総合企画書制作 事例をPowerPointを使用し総合企画書にする。

15
企画書をグレードアップする

企画を通す１０の方法７・８
講義と演習Ⅱ

16
企画書をグレードアップする

企画を通す１０の方法９・１０
講義と演習Ⅱ

13 企画書をグレードアップする PowerPointの操作を確認する

14
企画書をグレードアップする

企画を通す１０の方法１～６
講義と演習Ⅱ

11
プレゼンテーション

データ回収、総評

12 企画書をグレードアップする 事例をPowerPointを使用し総合企画書にする。

9
演習6 企画書制作の7ステップ（７）事例解説

課題のまとめ

10
演習6

課題最終まとめ

7
企画書の作り方（講義と演習5） 企画書制作の7ステップ（５）事例解説

8
企画書の作り方（講義、プレゼン） 企画書制作の7ステップ（６）事例解説

5
企画書の作り方（講義と演習4） 企画書制作の7ステップ（４）事例解説

6
企画書の作り方（講義、プレゼン） データ回収

3
企画書の作り方（講義と演習2） 企画書制作の7ステップ（２）

4
企画書の作り方（講義と演習3） 企画書制作の7ステップ（３）事例解説

1

企画書の作り方（講義と演習1）

授業計画の説明と入力スキルのチェック

2
企画書制作の7ステップ（１）

授業の目的とプレゼンテーションについて

学習目標

（到達目標）
1,企画書の制作ができる。2.PowerPointによるプレゼンツール制作ができる。3.プレゼンテーションができる

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，PowerPoint制作時に必要な各ソフト、筆記用具、他　配付資料、

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

授業概要、目的、

授業の進め方

１．基本的な企画書（又は提案書）の制作方法の講義と例として用いた状況説明を元に実際に作成し、

制作フォーマットを学ぶ。

２．最終課題では一から制作（PowerPointによる制作)、プレゼンを行い、その結果を確認する。

（対面授業のみ実施）

通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数 ８８時間

プランニング

担当教員 横山　喜次 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

22
総まとめ 総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

マメに保存。データが重たくなるので、管理に留意すること。

制作計画に合わせた作業ができているかどうかも意識すること。課題

毎、授業毎チェックを締切に合わせて行う。。内容不十分な際は、再

提出の場合もある。課題は全て提出すること。

20
デザインコンテスト３　③ 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

21
デザインコンテスト３　④ 本制作の完成を目指す。データ提出と応募準備。

18
デザインコンテスト３　① デザインコンテストの動機付け。ラフスケッチチェックをして個

別指導。本制作開始。

19
デザインコンテスト３　② 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

16
デザインコテンスト２　④ 本制作の完成を目指す。データ提出。

17
デザインコテンスト２　⑤ コンペに向けた説明と動機付け、ラフスケッチを進める。

14
デザインコテンスト２　② 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

15
デザインコテンスト２　③ 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

12
デザインコンテスト２：オリエンテーション コンペに向けた説明と動機付け、ラフスケッチを進める。

13
デザインコンテスト２　① デザインコンテストの動機付け。ラフスケッチチェックをして個

別指導。本制作開始。

10
デザインコテンスト１　④

本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

11
デザインコテンスト１　⑤

本制作の完成を目指す。データ提出。

8
デザインコテンスト１　② 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

9
デザインコテンスト１　③

本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

6
企業プロジェクト：デジタルデータ制作 本制作の完成を目指す。データ提出。

7
デザインコンテスト１　① デザインコンテストの動機付け。ラフスケッチチェックをして個

別指導。本制作開始。

4
企業プロジェクト：デジタルデータ制作 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

5
企業プロジェクト：デジタルデータ制作 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

2
企業プロジェクト：ラフスケッチ ラフスケッチをチェックしてカンプ制作。

3
企業プロジェクト：カンプ カンプをチェックして個別指導。本制作開始。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
企業プロジェクト：オリエンテーション 企業の方からの説明と動機付け、ラフスケッチを進める。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．デジタル表現の研究・追及をし、高度なデザインの提案力を身に付ける。

２．企業プロジェクトの参画を通して、実践力を養う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.ＰＣを使った制作制作技術のＵＰ。2企業プロジェクトへのチャレンジ。3.目的に合わせたビジュアル等を作れるよ

うになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、ＰＣ、編集系ソフト　他

８８時間

デジタルデザインⅢ

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 2 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

最終的な提出物

ポスター完成出力作品

（補足：この他、ラフ添付企画書、JPEG長い方を2000pixで高品位で保

存したデータ。）

・ ポリゴンモデリング「人モデリングのイメージ」

（補足：レンダサイズで長い方を2000pixでJPEG高品位保存データを

３アングル提出。）

実務経験教員の経歴 フリーランスのイラストレーター。バーチャルからリアルまでアート的な活動もして19年。

10 仕上げとブラッシュアップ 個別チェックと制作相談

11 プレゼンテーション
データの提出

8 作品制作と作業 個別チェックと制作相談

9 作品制作と作業 個別チェックと制作相談

6
Dモデリングテクニック

「ポリゴン編集モデリング５：人体モデリング４」

身体の作成

7
３Dモデリングテクニック

「ポリゴン編集モデリング６：テクスチャーのつけかた」

＊ポリゴンへの割り当てかたや、注意点をレクチャー

4
３Dモデリングテクニック

「ポリゴン編集モデリング３：人体モデリング２」

手のモデリングの応用で、足首から下を制作

5
３Dモデリングテクニック

「ポリゴン編集モデリング４：人体モデリング３」

顔のモデリングに関して前（正面）と横（真横）のデジアナ問

わずイメージを作成しておくこと

2
ディスカッション２：ラ フ最終チェック

３Dモデリングテクニック「ポリゴン編集モデリング１」

基本操作とポリゴン編集１

企画書の作成と制作開始

3
３Dモデリングテクニック

「ポリゴン編集モデリング２」

基本操作と人体モデリング１

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 テ ーマ・コンセプト・内容を決める
ラフ２案作成する

授業概要、目的、

授業の進め方

１．広報物をイメージした３ＤＣＧ制作を行い、企画から制作計画を含め、制作テクニックを向上させることを目的と

する。

２．細部のモデリングやマテリアル設定を駆使して、完成度の高い作品を制作する。

（遠隔授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.規定のモデリングができる。2.ポリゴンモデリングできるようになる。企画や計画に合った内容で制作する事がで

きる。4.完成度の追及

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，３Ｄ系ソフト、配付資料、他

６６時間

３ＤＣＧデザインテクニック

担当教員 中野　博文 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

就職実務Ⅱで習得した「社会人になる上で必要なマナー・心構え」を

理解した上で授業に臨む。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

10 クリエイターズプロファイル⑤ 4週に渡って行ってきたディスカッションの振り返り。

11 まとめ 全10回のグループディスカッションを総まとめ

8 クリエイターズプロファイル（業界人を知る・覚える・話せる）③ 業界研究とディスカッション③プランナー職

9 クリエイターズプロファイル（業界人を知る・覚える・話せる）④ 業界研究とディスカッション④アーティスト

6 クリエイターズプロファイル（業界人を知る・覚える・話せる）① 業界研究とディスカッション①デザイナー職

7 クリエイターズプロファイル（業界人を知る・覚える・話せる）② 業界研究とディスカッション②ディレクター職

4 講義：社会人として求められる資質③就業意識について
組織の一員として業務を行うことの重要性についてディスカッ

ションを行う。

5 講義：デザイン会社の仕組み 様々なデザイン会社の比較とシステムについて。

2 講義：社会人として求められる資質①マナーについて
社会人として必要なマナー・心構えについて、配布資料をもと

にディスカッションを行う。

3 講義：社会人として求められる資質②雑務について
掃除や電話応対等、雑務についての重要性について、配布

資料をもとにディスカッションを行う。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 授業概要説明・グループディスカッション
社会人として相応しい心構えとは何か？ディスカッションを通

して理解を深める。

授業概要、目的、

授業の進め方

社会人として必要なマナーと心構えについて、毎週テーマに対してディスカッションを行い、理解を深める。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
社会人として相応しい心構えを持ち、社会でいきる力を身に付ける。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
配布資料

２２時間

 社会研究

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

21 食べ物の写真から水彩、色えんぴつ 制作

22 食べ物の写真から水彩、色えんぴつ 完成

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

画材の特徴や道具の使い方も確認しながら制作を行うこと。

課題は全て提出すること。作品は汚さず、折らず丁寧に扱う

こと。

実務経験教員の経歴 洋画家として創作活動を25年続けている

17 街並、建物のえんぴつ画 制作

18 食べ物の写真から水彩、色えんぴつ モチーフの準備。トレースを行う

19 食べ物の写真から水彩、色えんぴつ トレース完成

20 食べ物の写真から水彩、色えんぴつ 着色・水彩の特徴

13 街並、建物のえんぴつ画 制作・細部までよく見て描く

14 街並、建物のえんぴつ画 制作

15 街並、建物のえんぴつ画 制作

16 街並、建物のえんぴつ画 制作

9 グラスとスプーンのデッサン 的確に【画材の）調子を置くようにする

10 グラスとスプーンのデッサン 続き

11 グラスとスプーンのデッサン 完成

12 街並、建物のえんぴつ画
外に出て写真を撮ってくる。眼とレンズでの見え方の違いに

ついて。

5 木片　構成デッサン 続き

6 木片　構成デッサン 完成

7 グラスとスプーンのデッサン かたちを見る「みかた」について

8 グラスとスプーンのデッサン 自然な空間を感じるようにする

1
授業の目的

夢（寝ている時の）を絵に
印象的な夢を得にしてみる

2 木片　構成デッサン Ａ３ケント

3 木片　構成デッサン 鉛筆デッサン

4 木片　構成デッサン 続き

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

授業概要、目的、

授業の進め方

１．良く見て、なるべく正確に捉えて描く。それによって自身の見る目を鍛える。

（対面授業のみ実施）

４４時間

学習目標

（到達目標）
1,素早くとらえて表現できるようになる。2,物を捉える事ができる。3,描けるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
鉛筆、各種紙類、水彩色鉛筆、水彩用ボード、練り消し、他

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

デッサン

担当教員 橋本　直行 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 通年



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 メーカーで9年間、商品企画とDTPデザインに携わる

22
実践課題：企業広告②③完了・提出 本制作の完成を目指す。データ提出。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

マメに保存。データが重たくなるので、管理に留意すること。

制作計画に合わせた作業ができているかどうかも意識すること。課題

毎、授業毎チェックを締切に合わせて行う。。内容不十分な際は、再

提出の場合もある。課題は全て提出すること。

20
実践課題：企業広告②③（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

21
実践課題：企業広告②③（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

18
実践課題：企業広告②③（アイデアチェック） ラフスケッチをチェックして個別指導。本制作開始。

19
実践課題：企業広告②③（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

16
実践課題：企業広告①（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

17
実践課題：企業広告①完了・提出 本制作の完成を目指す。データ提出。

14
実践課題：企業広告①（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

15
実践課題：企業広告①（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

12
実践課題：ポスター（発想・アイディアスケッチ） テーマや要綱からアイディアを出す方法

13
実践課題：ポスター（ラフスケッチ） ラフスケッチをチェックして個別指導。本制作開始。

10
実践課題：アート広告完了・提出 本制作の完成を目指す。データ提出。

11
講義：ポスター制作オリエンテーション ポスターにおける文字の重要性を説明。

8
実践課題：アート広告（アイデアチェック） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

9
実践課題：アート広告（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

6
実践課題：ポスター完了・提出 本制作の完成を目指す。データ提出。

7
講義：デザイン思考で作るアート オリジナルの企画を考案

4
実践課題：ポスター（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

5
実践課題：ポスター（デジタルデータ制作） 本制作を個別にチェックして指導。個別に制作を進める。

2
実践課題：ポスター（発想・アイディアスケッチ） テーマや要綱からアイディアを出す方法

3
実践課題：ポスター（ラフスケッチ） ラフスケッチをチェックして個別指導。本制作開始。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
媒体研究：ポスターについての考察 参考資料の提示をしながら解説

授業概要、目的、

授業の進め方

１ .ＤＴＰ技術・グラフィックデザインを極める。広告媒体の特性を深く理解し、確かな提案力を養う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
1.ＰＣを使った制作制作技術のＵＰ。2.目的に合わせたビジュアル等を作れるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、ＰＣ、編集系ソフト　他

８８時間

ＤＴＰデザインⅢ

担当教員 南部　早紀 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナー・ディレクターとして広告業界において１４年係わっている。

22
まとめ

総評

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

社員となった気持ちでグループワークに臨んでほしい。スケジュール

感を持つことが大切。自分自身の進歩と会社の進歩をしっかりと認識

して課題を進めて欲しい。

20
グループワークⅢ④

グループ毎にチェック

21
グループワークⅢ⑤　（発表）

グループ内での役割を踏まえて実施

18
グループワークⅢ② 企業設定

19
グループワークⅢ③

グループ毎にチェック

16
グループワークⅡ④　（発表）

グループ内での役割を踏まえて実施

17
グループワークⅢ① 企業を想定した課題展開

14
グループワークⅡ② 企業設定

15
グループワークⅡ③

グループ毎にチェック

12
自分ブランディング④　（発表） まとめたものを発表

13
グループワークⅡ①（企業を想定し学ぶ） 企業を想定した課題展開

10
自分ブランディング②

そのブランドをどう発信していくとみなに知ってもらえるのか

11
自分ブランディング③

制作

8
発表

グループ内での役割を踏まえて実施

9
自分ブランディング①

自分を1つのコンテンツとして考える

6
課題制作 企業設定

7
課題制作

グループ毎にチェック

4
発表

グループ内での役割を踏まえて実施

5
グループ分け

新しいメンバーになるようにする

2
実際の企業を想定して、商品の制作の流れを学ぶ 企業設定

3
課題制作

グループ毎にチェック

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション

グループ分け

企業を想定した課題展開

授業概要、目的、

授業の進め方

１ .自身の創造する仕事の価値やその背景に何があるのかを感じ取る。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
1.商品の制作の流れを知る。2.ブランディングについて知る。3.ブランディングを用いた企画を立てれるようになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
デザイン画材一式、ＰＣ、編集系ソフト　他

８８時間

コンテンツデザイン

担当教員 稲野　純也 ○

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

卒業制作に向けてコンセプトを固め、ハッキリしたイメージを持って制

作する。課題毎、授業毎チェックを締切に合わせて行う。内容不十分

な際は、再提出の場合もある。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

7 制作 この週には完成させ、出力依頼を行う

8
完成

データ提出、プレゼンテーション実施
プレゼン準備と、プレゼン

5

カンプチェック カンプを作成しながら個別にチェックを行う。

6

制作 制作

制作 制作

4

ラフチェック ラフを作成しながら個別にチェックを行う。

2 サムネイルチェック サムネイルを作成しながら個別にチェックを行う。

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 卒業制作の趣旨 企画書説明・企画書制作
企画書の必要性を説明し、実物を見せる。企画のアイデア出

し、企画書の制作を行う。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．２年間の集大成として技術の確認を行いながら制作を行う。

２．卒業制作へ向けた企画の立案・カンプの作成

３．個別のチェックをして、１人１人の企画内容をブラッシュアップする。

４．3学期は完成を目標に2学期の続きを実施し、プレゼンテーションまで行う。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.完成度の高い作品制作を目指す。2.目的に合わせた企画と制作計画ができる。3.関せ後の作品を基にプレゼン

テーションで自分の考えを説明する事ができる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ，ＧＤ系ソフト、筆記用具　　他、配付資料

３学期２６２時間

卒業制作

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 ２・３学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



新潟デザイン専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

課題チェック（締め切り厳守と内容）

作品完成度

学習意欲

出席率

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)とす

る。

就職活動する上で必要なマナー等を再認識し、社会人として企業が

求める人材とはどのような人かを理解した上で進路活動を行う。

実務経験教員の経歴 グラフィックデザイナーとしてデザインプロダクションで５年間勤めた

10 就活面談② 進路の方向性（就職・進学）再確認②

11 まとめ 就職採用を確実なものとするために、総まとめをおこなう。

8 内定・内定後の動き 内定後の礼状の書き方と、必要書類の申請・送付について。

9 就活面談① 進路の方向性（就職・進学）を確認①

6 作品プレゼンについて 作品集の中で、推しの作品について話す練習をする。

7 早期研修について 早期研修の重要性について、事例を元に理解を深める。

4 スピーチの訓練。自信を持った伝え方。今求められる雑談力
時事ネタ収集と、グループ内発表を通して会話力を習得す

る。

5 模擬面接。選考通過、落選の振り返り
1グループ5人による模擬面接。

模擬面接後の振り返り。

2 採用試験（面接、筆記、適性検査） 面接における注意事項と、適性試験の対策について。

3 志望動機を作る 企業研究から志望理由を考察する。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 就職活動の振り返り。企業とのアポイント 春期休暇中の企業研究について振り返る。

授業概要、目的、

授業の進め方

１． ビジネス適性診断を通じ自己の適性を客観的に見る。就職活動の試験について知る。

２．内定後の動きを知り就職採用を確実なものとする。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
全員が進路の方向性を確立し、希望する企業への就職を目標とする。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
配布資料

２２時間

就職実務Ⅱ

担当教員 加納　洋太 -

対象学科 デジタルデザイン 対象学年 3 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数


