
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 デザイナーとして広告・印刷現場において10年間関わっていた。教務業務10年以上。

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

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

（対面授業と遠隔授業の併用実施）

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

４４時間

就職実務

担当教員 永井　啓司 -

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数

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

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

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。



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

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 デザイナーとして広告・印刷現場において10年間関わっていた。教務業務10年以上。

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

履修上の注意評価方法・成績評価基準

6 制作 制作

7 制作 この週には完成させ、出力依頼を行う

4 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。

5 制作 制作

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 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。

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

２４０時間

卒業制作

担当教員 永井　啓司 -

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 ２学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

履修上の注意評価方法・成績評価基準

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。

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、企画・デザインの会社でデザイン・ＤＴＰに4年半係わった

10 試験 自分の理解度を知り、復習へつなげる。

11 まとめ 今学期のまとめをし、学んだことの流れを理解する。

8 デジタルフォント 自分の制作物に合わせて、フォントを自由にデザインする。

9
トンボ裁ち落とし、ページ作り

レイアウト、問題用紙

ページの正しい作り方を学び、データ制作後の印刷ミスを防

ぐ。

6
DTPシステム、ハードウェア、

ソフトウェア

ソフトウェアの種類・使い方、システムの知識を習得し、制作

に必要な機器を理解する。

7
グラフィックデータについて

画像データの修正・調整・加工

画像データの修正等を学ぶことにより、実現可能な制作の幅

を広げる。

4
印刷用紙、印刷サイズと紙目

面付けと折り加工、製本
製本までの流れを把握し、制作後の日程を理解する。

5
問題プリント、特殊印刷と特殊加工、

CTPとDDCP、オンデマンド印刷

問題プリントを解き、自分の理解度を知る。

特殊印刷や加工を知り、制作の幅を広げる。

2
DTPの流れと職種、必要な知識

データの活用、印刷の流れ
実際の作業工程を理解し、制作する際のヒントにする。

3
印刷方法の種類、カラー印刷の仕組み

印刷線数
印刷の種類を理解し、カラー印刷物への知識を深める。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 DTPの説明、DTPの歴史
DTPに入る前にDTPとは何か、どんなものか

また、歴史を知り、制作へ活かす。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．DTPの歴史や印刷の歴史、印刷の種類、DTPを行う上での基礎を覚える。

２．ＤＴＰ知識や印刷の基本を理解する。

３、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

２２時間

DTP概論

担当教員 大越　千恵美 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

実務経験教員の経歴 似顔絵師として現場で5年活動

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。

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。

18 ・応用課題（１）　ドミナントとアクセント（講義・実技）
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。

19 ・応用課題（２）　曲線の構成、直線の構成
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 ・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。

14 ・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。

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。

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） P72～P77ページ内容をクリアしてから実習プリント配布。

10 ・色の心理効果　カラーイメージ③（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。

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。

8 ・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。

9 ・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。

6 ・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。

7 ・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。

4 ・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。

5
・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。

2 ・第2章　混色　三原色（講義） P10～P19

3 ・混色　三原色（実技） 加法混色と減法混色の表を制作する。

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。

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、

４４時間

色彩構成

担当教員 久保田　玲 -

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

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。

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。

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

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

16 鉛筆デッサン② ＡＲＴ：ガラス・生物、ＤＤ：幾何形

17 鉛筆デッサン② ＡＲＴ：ガラス・生物、ＤＤ：幾何形

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

12 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

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

8 木炭デッサン③完成 前回の作品と見比べて講評

9 鉛筆デッサン①手のデッサン 鉛筆の削りから入る

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

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

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

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

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

８８時間

デッサン

担当教員 冨所　龍人 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

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 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

履修上の注意評価方法・成績評価基準
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。

丁寧に作業すること。余白を汚したり髪を折り曲げたりすることがない

様に丁寧に扱う。締め切りに間に合うように自宅学習も場合によって

は必要。

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

10
個別指導

（課題を解き、個々でチェック）
個別指導

11 検定試験の演習 過去の問題などを用いて演習

8
個別指導

（課題を解き、個々でチェック）
個別指導

9
個別指導

（課題を解き、個々でチェック）
個別指導

6 テキスト続き、苦手部分の直接指導
テキストの続き、補助線の入れ方

漢字から枠だけの課題の手順、基準字体の書き方

7
個別指導

（課題を解き、個々でチェック）
個別指導

4 テキスト続き、苦手部分の直接指導
テキストの続き、補助線の入れ方

漢字から枠だけの課題の手順、基準字体の書き方

5 テキスト続き、苦手部分の直接指導
テキストの続き、補助線の入れ方

漢字から枠だけの課題の手順、基準字体の書き方

2
テキスト続き、基準字体の書き方

補助線の入れ方

テキストの続き、補助線の入れ方

漢字から枠だけの課題の手順、基準字体の書き方

3 テキスト続き、下書き直接指導
テキストの続き、補助線の入れ方

漢字から枠だけの課題の手順、基準字体の書き方

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 POP実習を進めるにあたって説明、ワーク使用
POPの実習を進めるにあたっての説明

テキストを使って基本のストローク～漢字

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ＣＩを意識した文字デザインやロゴデザインについて考え提案するための表現方法を学ぶ。

２．ＰＯＰについてしり、その役割や魅力を引き出すデザイン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.画材について学ぶ。2.求められている要素を含んだロゴデザインが作れるようになる。3.色を作れる。4.制作した

ものについての説明（プレゼンテーション）ができる。5.魅力のあるＰＯＰの制作ができる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

POP技能審査試験 実技ﾜｰｸﾌﾞｯｸ

ＰＭパッド、アクリルガッシュ、コピックマーカー、定規、他

２２時間

POP実習

担当教員 石川　経治 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

履修上の注意評価方法・成績評価基準

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。質問す

ることは大切なことで、職場でも自ら先輩に聞くことが大切。その練習

を授業を通してできるようになってほしい

実務経験教員の経歴 デザイナー、ディレクターとして10年現場に勤務

10 提出 制作物を提出し、理解度・デザイン力を確認する。

11 まとめ 今学期のまとめ、総評。

8 広告のレイアウト実習　② これまで学んだことを活かし、実際にレイアウトしてみる。

9 広告のレイアウト実習　③ これまで学んだことを活かし、実際にレイアウトしてみる。

6 コピーワーク縮小拡大・ペーパーセメント
ｺﾋﾟｰﾜｰｸを学び、自由自在に切り取りﾃﾞｻﾞｲﾝする。また、ﾍﾟｰ

ﾊﾟｰｾﾒﾝﾄの使い方を学び、切り貼りする。

7 広告のレイアウト実習　① これまで学んだことを活かし、実際にレイアウトしてみる。

4 レイアウトの基本 Lesson１～６ ② テキストに沿って、レイアウトの基本を学ぶ。

5 文字や写真 素材を使ったレイアウト
レイアウトの中に文字だけでなく、写真などの素材を使用し、

より分かりやすくデザインしてみる。

2 様々なレイアウト 種類　グリッド～ レイアウトの種類を知り、制作の幅を広げる。

3 レイアウトの基本 Lesson１～６ ① テキストに沿って、レイアウトの基本を学ぶ。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 レイアウト　人間の心理　分析 レイアウトにより、感じ方が全く異なることを知り、分析する。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．レイアウトを人間の心理、普段生活してる環境など、様々な要素から学ぶ。

２．基本的な図形を用いて全体のバランス・空間を意識した配置を実践。

３．ポスターやチラシ・本など多種多様な媒体を分析し今後の制作につなげる。

（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.ロゴ作

成テクニックをみにつける。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

ソシム株式会社　Illustratorレッスンブック

ＰＣ，ＧＤ系ソフト　他

２２時間

レイアウト技法

担当教員 田中　圭 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

履修上の注意

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

評価方法・成績評価基準

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。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。

10 媒体毎の注意事項 媒体によっての注意事項を説明し制作を進める。

11 プレゼン
資料制作してﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ。ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｱｲﾝの理解度の確

認。ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝをして意見交換をする。

8 デザインコテンスト　③ 本制作の完成を目指す。データ提出。

9 広告デザイン作成 チラシデザインとポスターデザインについての説明。

6 デザインコンテスト　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。

7 デザインコテンスト　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。

4 にいつハロウィンまつりポスター④ 本制作の完成を目指す。データ提出。

5 ＣＩについて
企業の持つ特性を再認識し、その特性を打ち出す事を学

ぶ。講義と実習。

2 にいつハロウィンまつりポスター② ラフスケッチをチェックして個別指導。本制作開始。

3 にいつハロウィンまつりポスター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。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 にいつハロウィンまつりポスター① コンペに向けた説明と動機付け、ラフスケッチを進める。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．産学連携・コンテストを通して、クライアントの目的・結果を意識する。

２．ターゲットに響くデザインを心がける。

３．採用を目指す。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）
クライアントに採用されるデザインを意識した制作を行い、実際の採用を目指す。

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

44時間

GD実習

担当教員 加納　洋太 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 4 時間数



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

履修上の注意評価方法・成績評価基準

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。

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。グラフィックデザインと印刷の係わり、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。

10 提出 完成した作品を提出。

11 総まとめ 今学期のまとめ、総評。

8
アニマルモチーフのロゴ

カンプ制作

ラフで絞ったデザイン案を明確に制作し、完成予想図を制

作。

9
アニマルモチーフのロゴ

カンプチェック
完成予想図を確認し、デジタルデータ制作へのOKを出す。

6
アニマルモチーフのロゴ

ラフ制作
ロゴ制作　ラフを制作し、しっかり計画をたてる。

7
アニマルモチーフのロゴ

ラフチェック
ラフをチェックし、次の段階へデザイン案をしぼる。

4
色について

色のもつイメージ
色によって印象が変わる、色の取り入れ方について。

5 色に対して人が描くイメージ 色によってそれぞれが抱くイメージを考える。

2
デザインの考え方

デザインの目的
デザインをする際の考え方を学び、目的を明確にする。

3 タイポグラフィ、文字組 文字についてのデザイン、レイアウトを学ぶ。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
グラフィックデザインについて

基本的なグラフィック、デザインの考え方
グラフィックの基本的な知識を学び、制作の準備をする。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．グラフィックデザインの知識や広告の基本を理解する。

２、ＧＤ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,グラフィックデザインとは何かを理解する。2,ポスターやパンフレットのデザイン制作や知識を学ぶ。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
ＰＣ，グラフィック系ソフト、配付資料　他

２２時間

GD概論

担当教員 五十嵐　寛之 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



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

履修上の注意評価方法・成績評価基準

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 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 １学期

必修・選択 必修 単位数 - 時間数



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

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 まとめ
今学期のまとめ、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。

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、

20 レタッチによる画像加工Ⅱ　③
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

21 提出
これまでの作品を提出。

18 レタッチによる画像加工Ⅱ　①
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

19 レタッチによる画像加工Ⅱ　②
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

16 レタッチによる画像加工　③
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

17
切り抜き画像　（パス作成）

→イラストレーターへ貼り付け

写真の中でほしい部分を切り取り、別のソフトの制作ページ

へ張り付ける方法を学ぶ。

14 レタッチによる画像加工　①
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

15 レタッチによる画像加工　②
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

12
応募用データのつくり方

１学期の復習

応募の際のデータの作り方の決まり等を指導。

1学期学んだことをおさらいし、理解を繋げる。

13 選択範囲と画像修正 画像の修正を学び、表現力を上げる。

10 デジコン制作　②
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

11 デジコン制作　③
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

8 デジコン趣旨説明（傾向と対策）
コンテストへの出し方・制作の仕方を指導。

また、入賞への対策。

9 デジコン制作　①
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

6 レイヤー効果・調整レイヤー① レイヤーを分けて、複雑な作品の作り方を学ぶ。

7 レイヤー効果・調整レイヤー② レイヤーを分けて、複雑な作品の作り方を学ぶ。

4 選択範囲（追加・削除・保存）など 制作した選択範囲を最終的に保存する流れを習得。

5 解像度　レイヤー 解像度を理解し、画像の質を変化させる。

2 選択範囲・クイックマスク 自由に選択できる術を学ぶ。その範囲の色付けなど。

3 選択範囲（ぼかし）　データ移動 選択範囲をぼかし、制作の幅を広げる。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 導入　Photoshop Macについて 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．Photoshopの基本的な使い方をマスター。

２．画像合成・補正・レタッチを学ぶ。

３．それぞれの用途に応じたデータ制作が出来るようになる。コンペ応募を目指す。

（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

ソシム株式会社　Photoshoprレッスンブック

ＰＣ，ＧＤ系ソフト　他

４４時間

フォトレタッチⅠ

担当教員 笠原　雅人 -

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



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

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。

22 総まとめ
今学期のまとめ、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。

印刷物を制作するツールとしてIllustratorの基本操作をしっかりと覚

える。イラストの描き方、ロゴの作り方、地図の制作などを通してパス

での表現方法やデータの管理についても覚えるようにする。

20 修了制作
完成までチェック・確認含め添削。

21 修了制作
完成までチェック・確認含め添削。

完成チェックと出力準備。

18 最低賃金ポスター制作
完成チェック。出力をして最終レイアウトの確認。

データ提出。

19 修了制作
企画＆提案を行う。テーマについてプリント配布。

完成までチェック・確認含め添削。

16 最低賃金ポスター制作
前回の続き。添削含む。

17 最低賃金ポスター制作
前回の続き。添削含む。

14 コンペ応募作品制作
コンテストへ出品する作品を制作。

15 最低賃金ポスター制作
県の最低賃金を示すポスターを制作。

県の特徴も盛り込んでいくため、特色もリサーチ。添削含む。

12 ２学期授業に関して
前期を踏まえ、2学期学ぶことの説明。

13 コンペ応募作品制作
コンテストへ出品する作品を制作。

10 商業広告制作
企業広告の制作。まずクライアントをリサーチ。

個々に添削・確認など含む。

11 最終確認、提出
個別に確認・添削し、提出。

8 トリムマーク、クリッピングマスク
画像や素材の切り抜き方を学ぶ。

9 商業広告制作
企業広告の制作。まずクライアントをリサーチ。

個々に添削・確認など含む。

6 文字のデザイン
文字を自分でデザインし、新しいフォントを作成。

7 ロゴについて
マークのの制作について、作り方や用いる必要性について

説明。

4 下絵トレース
下絵を写し、データ化する。

5 コンペ応募作品制作
コンテストへ出品する作品を制作。

2 ツールBOX、メニューバー、パネル
ソフトの全体の機能について知る。使い方。

3 ペンツール、ポイントの編集
ペンツールを使い、もとあるデータを編集する。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 授業趣旨、Mac、Illustratorについて
イラストレーターについて、使用前の説明をし、理解を深め

る。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．Illustratorを基にDTPについて学ぶ。

２．基本的な広告物制作の流れとスキルを習得する。

（対面授業のみ実施）

学習目標

（到達目標）

1.Illustratorの使い方をマスターする。2.IllustratorでDTP制作ができる。3.印刷物となるＤＴＰデータを提供できる。

4.画像データのフォーマットを知る。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ＰＣ、ＤＴＰ関連各ソフト、配付資料

８８時間

DTP実習

担当教員 五十嵐　寛之 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 4 時間数



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

実務経験教員の経歴 デザイナー・ディレクターとして10年デザイン会社等に勤務。

22 まとめ
今学期のまとめ、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。

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、

20 レタッチによる画像加工Ⅱ　③
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

21 提出
これまでの作品を提出。

18 レタッチによる画像加工Ⅱ　①
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

19 レタッチによる画像加工Ⅱ　②
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。また、その応用。

16 レタッチによる画像加工　③
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

17
切り抜き画像　（パス作成）

→イラストレーターへ貼り付け

写真の中でほしい部分を切り取り、別のソフトの制作ページ

へ張り付ける方法を学ぶ。

14 レタッチによる画像加工　①
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

15 レタッチによる画像加工　②
画像の色の補正や汚れの除去、合成などの画像の修整や加

工作業を学ぶ。

12
応募用データのつくり方

１学期の復習

応募の際のデータの作り方の決まり等を指導。

1学期学んだことをおさらいし、理解を繋げる。

13 選択範囲と画像修正 画像の修正を学び、表現力を上げる。

10 デジコン制作　②
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

11 デジコン制作　③
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

8 デジコン趣旨説明（傾向と対策）
コンテストへの出し方・制作の仕方を指導。

また、入賞への対策。

9 デジコン制作　①
コンテストへ出品する作品の制作。

個別にチェック、指導も含む。

6 レイヤー効果・調整レイヤー① レイヤーを分けて、複雑な作品の作り方を学ぶ。

7 レイヤー効果・調整レイヤー② レイヤーを分けて、複雑な作品の作り方を学ぶ。

4 選択範囲（追加・削除・保存）など 制作した選択範囲を最終的に保存する流れを習得。

5 解像度　レイヤー 解像度を理解し、画像の質を変化させる。

2 選択範囲・クイックマスク 自由に選択できる術を学ぶ。その範囲の色付けなど。

3 選択範囲（ぼかし）　データ移動 選択範囲をぼかし、制作の幅を広げる。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 導入　Photoshop Macについて 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．Photoshopの基本的な使い方をマスター。

２．画像合成・補正・レタッチを学ぶ。

３．それぞれの用途に応じたデータ制作が出来るようになる。コンペ応募を目指す。

（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

ソシム株式会社　Photoshoprレッスンブック

ＰＣ，ＧＤ系ソフト　他

４４時間

フォトレタッチⅡ

担当教員 田中　圭 -

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



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

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

21 商品開発とプロモの総合企画書制作 制作

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

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。

最終プレゼンは商品開発とプロモの総合企画書で行う。

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。

19 商品開発とプロモの総合企画書制作 制作

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

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

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。

13 企画書をグレードアップする PowerPointの操作を確認する

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

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

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

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

2
企画書の作り方（講義と演習1） 企画書制作の7ステップ（１）

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

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

1
授業の目的とプレゼンテーションについて 授業計画の説明と入力スキルのチェック

８８時間

CI計画/プランニング

担当教員 横山　善次 ○

対象学科 デザインマスターズ 対象学年 1 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

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）


