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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ボランティア・スタディ
福本章
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
ボランティアの歴史や概念を理解し様々な活動を学びます。ボランティアを理解することで、現代社会の多様な課題に目を向けることがで
き、社会を多角的に理解します。近年、国連でもSDGs（持続可能な開発のための目標）の導入に際し、市民社会とボランティア活動が重要な役
割を果たすことにも注視しています。本科目のボランティア学修は机上で得た知識を、SDGsの目標達成に対し、各自が何が出来るか
を考え、自ら実践できる人材になることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

SDGsの理解に基づくボランティアに関する知
識とスキル

多角的な視点から社会を見ることができ、自
身の役割を構築できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

SDGsを踏まえた知識に基づくボランティ
アの実践に対する教養を身につける

企画立案、役割、運営を経験することによ
り、プロジェクトについての専門知識、スキ
ルを身につけ、実施することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ボランティアの実践において、取り組むべ
き課題を検討できる。

2 ．DP5.計画・立案力

ボランティアイベントの企画、立案を能動
的に計画できる。

3 ．DP6.行動・実践

企画から実践に至るまでの過程を自ら行動す
ることができる。

4 ．DP8.意思疎通

仲間および参加者のこどもたちと適切なコ
ミュニケーションがとれる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

役割を理解し、グループで協力して作
業を進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
本科目は、教育支援人材「こどもパートナー」の認証講座です。希望者には、認定証とパスポートが付与されます。
成績評価の方法・評価の割合
振り返りレポート

評価の基準

課題発見力
20％

： 主体性を持ち、積極的に関わったか、学習の要点、新しい発見、諸課題、気付いた内容を評価す
る。

こどもサポーター 認証講座 学修ポー ： こどもサポーター認証講座への取り組み状況を学修ポートフォリオから取り組み状況と理解ぢか
トフォリオ
ら評価する。
10％
プレゼンテーション発表
25％
授業への協働による取り組み状況
25％
最終（期末課題）レポート

： プレゼンテーションの発表内容と視覚的効果、見せ方の技術、伝えたいことが明確にわかり易かっ
たかを評価する。グループ発表準備での作業への参加姿勢を評価する。
： 企画からイベント実施の過程において他者の意見を聞き、自分の意図を正確に伝えることができた
か、仲間との協働による取り組みができたか、こどもたち・参加者と良い関わりができたか。
： ボランティアを実践した振り返りを期末レポートとして評価する。評価の視点は、①学びの視
点、②気付いた課題、③課題に取り組み、今後に活かす行動計画が明確あれば加点項目として評
価する。
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10％
学修到達度評価

： 学修到達目標を総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
ボランティア教育の新地平～サービスラーニングの原理と実践～
編著：桜井政成, 津止正敏、刊行：ミネルヴァ書房
関係性の学び方 ～学びのコミュニティとサービスラーニン～
著者：サラ・コナリー、マージット・ミサンギ・ワッツ、刊行：晃洋書房

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限 （福本）

場所：

南館2F情報デザイン研究室

備考・注意事項： hukumoto-a@osaka-seikei.ac.jp
Eメール件名としては「ボランティア・スタディについて（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ボランティアについて（授業計画と目標設定）
・授業の内容説明、到達目標、評価方法の説明
・ボランティアを学ぶ意義
・学修到達度目標の説明

第2回

ボランティアとは何か
・ボランティアの歴史・概念・特徴の概説
・我が国のボランティア

第3回

災害支援ボランティア
・事例研究
・日本でのボランティアの誕生より現在まで

第4回

非営利団体（NPO/NGO）とボランティア活動
・NPO/NGOの理解
・NPOとボランティア活動の関係

第5回

福祉分野のボランティア
・福祉分野の抱える社会的な課題
・福祉分野のボランティアの必要性
・個別事例の紹介

第6回

教育・子育て分野のボランティア
・教育・子育て分野の抱える社会的な課題
・教育と子育て分野のボランティアの必要性
・個別事例の紹介

第7回

まちづくりに関するボランティア
・まちづくり分野の抱える社会的な課題
・まちづくり分野のボランティアの必要性
・個別事例の紹介

第8回

企業ボランティア（企業CSRの理解）
・地域課題を解決するビジネス（社会起業）の概要と事例紹介
・企業CSRの概念と特徴
・社会起業の概念と特徴
・学修到達度目標の進捗確認

ボランティアについて、自分なりのイメー
ジを整理しておきましょう

5時間

自分の住む地域で、どんなボランティア活
動があるのか調べましょう

5時間

ボランティアに関する情報収集（インター
ネット／新聞記事）をしましょう

5時間

自身の地域には、どんな活動をしているNPOが
あるか調べましょう

5時間

地域にある福祉分野のボランティア・NPO活動
事例を調べ、福祉分野の社会的な課題を考え
ましょう

5時間

地域にある教育・子育て分野のボランティ
ア活動事例を調べ、教育・子育て分野の社会
的課題を考えましょう

5時間

まちづくり分野のボランティア・NPO活動の事
例を調べましょう

5時間

企業がCSR活動を推進する理由や目的につい
て考えましょう

5時間

第9回

地域の課題解決のために働くことを考えるシンポジウム
・ゲストを招聘し、ボランティアに関する授業内シンポジウ
ムを実施
・ゲストの活動事例紹介
・ディスカッション、学生との意見交換

シンポジウムの討議内容を整理しましょう

5時間

第10回

SDGsの達成とボランティア活動
・SDGsの理解
・SDGsの目標達成のためにボランティアが着目される理由

自分でできるSDGsの達成目標を考えましょう

5時間

第11回

国際協力とボランティア

自身ができるボランティアについて目標の設
定をしていきましょう

5時間

こどもパートナー制度の内容を整理し自身が
できることを考えましょう

5時間

・SDGsを踏まえた知見からボランティアを考える
・自身でできること
・これからの活動を考える（個人ワーク）
第12回

教育支援人材青年指導者養成について
・一般社団法人教育支援人材認証協会による教育支援人材認証制
度
・教育支援人材としてボランティア活動を行うための社会的な意
義
・家庭が抱える問題、社会が抱える問題、人権問題を考える
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第13回

目標設定と行動計画に関するワークショップ
・SDGsに関するボランティア活動を考える
・グループによる情報の共有と評価
・発表と研鑽

第14回

総まとめ（研鑽）
・理解した点と課題の振り返り
・今後の目標設定：行動計画
・ルーブリックを活用し相互評価（学修到達度目標の最終確認）

3

これから携わることができるボランティ活
動をSDGsの視点から考えてみましょう

5時間

行動計画に基づき、具体的な実施計画を構
築しましょう

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

芸術学
加藤隆文
2～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
主に西洋におけるルネサンスから現代に至る美術の歴史の概略を作品に即して理解した上で、「芸術／アート」という概念は歴史的にどのよう
に成立したのか、「創造」、「天才」、「アヴァンギャルド」、「モダニズム」といった言葉は何を意味するのか、美術館という制度はどのよ
うにして生まれ、どのような機能を果してきたのか、いま「アート」に求められるものは何なのか、こうした芸術学の根本問題に関する基礎
的な知識と理解を身につける。さらに、その知識・理解を応用し、多様な現代の芸術活動を巡る言説にコミットできる素養を育む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

西洋美術（主にルネサンス以降の美術）の歴
史的理解

西洋美術における「ルネサンス」から「バ
ロック」にいたる時期の歴史的展
開、及び、近・現代のアートの歴史的展開と
その意義を具体的な作品に即して理解し、説
明できるリテラシーを身につける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

芸術学の基礎的な専門知識・概念の理解

芸術学にかかわる基礎的な専門知識・概
念を理解し、説明できる。またそれを、具体
的な作品に即して正確に適用、使用できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

芸術学の基礎教養ならびに先行研究の知
見を踏まえたうえで、現代社会の諸状況につ
いて独自の観点から考察できる。

2 ．DP6.行動・実践

芸術学に関するリテラシーを身につけるため
の実践学修に積極的に参加し、生きた知
識の応用に主体的に取り組むことができる。

3 ．DP8.意思疎通

芸術学の基礎教養を身につけることによ
り、国際的に信頼されるコミュニケーショ
ン能力を獲得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
70％
試験（レポート）

： 毎回の授業で課す授業内課題（授業の内容に準拠した記述式：5％×14回＝70％）によって、授
業に能動的に参加しているかどうかや、学修内容の理解度を評価する。
： 課題レポートによって授業全体の内容の理解度、知識の定着度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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スーザン・ウッドフォード『絵画の見方』高橋裕子訳、ミュージアム図書、2005年。
壺屋めり『ルネサンスの世渡り術』、芸術新聞社、2018年。
ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション（１）近代の意味』（「複製技術時代の芸術作品」所収）浅井健二郎、久保哲司訳、ちく
ま学芸文庫、1995年。
西村清和『現代アートの哲学』産業出版 、1995年。
松井みどり『アート：芸術が終わった後の“アート”』朝日出版社、2002年。
シンシア・フリーランド『でも、これがアートなの？芸術理論入門』（新装版）藤原えりみ訳、ブリュッケ、2012年。
パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門：アートが社会と深く関わるための10のポイント』、アート&ソサエティ研究セン
ター SEA研究会［秋葉美知子／工藤安代／清水裕子］訳、フィルムアート社、2015年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回約5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
普段から展覧会等に積極的に出かけ、芸術全般について関心を広げるようにしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

加藤：月曜２限

場所：

南館２F

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業中に指示するメールアドレスでも質問を受け付ける。面談は事前にメールでアポイントをとることが望ましい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「芸術」「芸術作品」とは？
芸術学とはどのような学問なのか、その概要を理解します。

第2回

ルネサンス以前の「芸術」のかたち
後期ゴシック美術を例に、ルネサンス以前の「芸術」のかたち
を具体的に学びます。また、ポンペイの壁画等を具体例としつ
つ、古典古代における「芸術」観を考えます。

第3回

ルネサンス期の「芸術」とその概念
ルネサンスの４つの発展段階を大まかに捉えつつ、当時の「芸
術」概念を考えます。

第4回

ルネサンスの巨匠たちの処世術
ルネサンス期の巨匠と呼ばれる人たちも、もちろん当時の社
会の一員でした。かれらが社会人として世に出てゆくためにして
いた工夫の事例を紹介します。当時の社会における「芸術」の役
割を理解するとともに、現代にも応用できる考えが見つかるかも
しれません。

第5回

ルネサンス以降の「芸術」とその概念
ルネサンス芸術とバロック芸術を対比して捉えつつ、「様式」に
ついて学びます。

第6回

芸術における「オリジナリティ」を巡る問題
芸術における「独創性」「個性」の問題を、現代アートを具体
例として考えます。

第7回

「芸術」と歴史的・社会的コンテクスト
ルネサンス芸術とバロック芸術を対比して捉えつつ、「社
会」の変化と「芸術」観の変化の関連について考えます。

第8回

モダン・アートと大衆社会
19世紀以降の社会の在り方と近代的「芸術」観の関連につい
て学びます。

第9回

モダニズム
美術における「モダニズム」が何を意味するのか、その概
要を学びます。

第10回

アヴァンギャルド
グリーンバーグの考え方を中心に、美術における「アヴァンギャ
ルド」についてその概要を学びます。

第11回

美術館の歴史
ルーヴル美術館の歴史を中心に、美術作品の展示の場と近代
的「芸術」観との連関について考えます。

第12回

広告と芸術
芸術は商業広告や政治的プロパガンダに利用されることがありま
す。こうした事実と向き合った批評的な芸術活動であると考えら
れるポップ・アートとソッツ・アートを取り上げ、それらの例か
ら広告と芸術の関係について問い直します。

第13回

社会のなかの芸術
芸術が人間社会と関わることについて自覚的に探究する営みであ
るソーシャリー・エンゲイジド・アート（SEA）が、昨今、注
目を浴びています。SEAの理論的・歴史的背景について基本的知
識を得たうえで、その具体的実践について学びます。

5

配布資料による予復習。キーワード：デュ
シャン、「芸術」概念、美学

5時間

配布資料による予復習。キーワード：ゴシッ
ク美術、ジョット、キリスト教図像学、ポン
ペイ、ミメーシス

5時間

配布資料による予復習。キーワード：プロト
ルネサンス、初期ルネサンス、盛期ルネサン
ス、マニエリスム

5時間

配布資料による予復習。キーワード：天
才、注文主と作家の関係、ラファエロとミケ
ランジェロ

5時間

配布資料による予復習。キーワード：バロッ
ク、オランダ絵画、市民社会、様式分析

5時間

配布資料による予復習。キーワード：ルネサ
ンス、個性と創造性、レディメイド、アヴァ
ンギャルド

5時間

配布資料による予復習。キーワード：バロッ
ク、絶対王政、対抗宗教改革

5時間

配布資料による予復習。キーワード：近
代（モダン）、大衆社会、芸術のための芸術

5時間

配布資料による予復習。キーワード：モダニ
ズム、大衆社会、進歩史観

5時間

配布資料による予復習。キーワード：セザン
ヌ、自律性、アヴァンギャルド

5時間

配布資料による予復習。キーワード：ルーヴ
ル美術館、市民革命、ヴンダーカンマー

5時間

配布資料による予復習。キーワード：プロパ
ガンダ、社会主義リアリズム、ポップアート

5時間

配布資料による予復習。キーワード：ハプニ
ング、プラグマティズム、SEA

5時間

4016
第14回

授業全体の振り返りと最終課題のための実践指導
半期の授業全体を振り返るとともに、最終レポートを充実したも
のにするために留意すべき事項について指導します。

6

授業全体の総復習と最終レポート執筆

5時間

4021

322

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

美学
加藤隆文、髙藤大樹
2～4年

開講時期

前期・後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
美術館である作品に対峙したとき、車窓から広大な自然風景が眼に飛び込んできたとき、街中で広告をふと目にしたとき、ソファーでマンガを
むさぼり読んだとき。私たちは日常生活の随所で美的＝感性的なものに触れ魅了されています。美的なものの魅力について客観的に考え、言
葉で説明すること。これがこの授業の目標です。西洋や日本における美術、デザイン、広告、写真、イラストレーションなどのさまざまな事
例を具体的に見て考察することで、美学についての知識と思考を深めましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

美学の基礎的概念の理解

美学についての主要なテーマと概念を理解す
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

近現代の西洋と日本の美学に関連する歴史的
事項の理解

近現代の西洋と日本の美学に関連する歴史
的な事項を、実際の芸術実践等に基づいて理
解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

美学の基礎教養ならびに先行研究の知
見を踏まえたうえで、現代社会の諸状況につ
いて独自の観点から考察できる。

2 ．DP6.行動・実践

美学の基礎的な概念やそれに関わる歴史的事
項について、主体的に知識を習得し、自
分の言葉で説明することができる。

3 ．DP8.意思疎通

美学の基礎教養を身につけることにより、国
際的に信頼されるコミュニケーション能
力を獲得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の授業内課題
70％
試験（レポート）
30％

： 毎回の授業において課す課題（授業の内容に準拠した記述式：5％×14回＝70％）により、授
業の内容の理解度や能動的な学修態度などを評価する。
： 最終回授業後に提出を求めるレポート（授業全体の内容に関する記述式のレポート）により、授業
全体の内容の理解度や能動的な学修態度などを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『現代アートの哲学』西村清和著、産業出版、1995年

その他授業中に適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回約5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
展覧会や読書などを通じて、感性的なものに触れる機会を意識的に多くもつよう心がけてください。
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4021

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

前期（加藤）：月４／後期（高藤）：授業の教室

場所：

前期：情報デザイン研究室／後期：授業の前後

備考・注意事項： 前期：事前にメール（授業内で告知）でアポイントをとることが望ましい。
後期：メール（メールアドレスは授業時に告知する）にて受け付ける。メールには必ず学籍番号、科目名、氏名を明記するこ
と。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

はじめに

美学とは何か

授業の目標と進め方を確認し、美学とはどのような学問かを概
観します。
第2回

西洋古代からルネサンス期の美術と美学
西洋古代からルネサンス期にいたる美をめぐる思想について学び
ます。

第3回

西洋近代の美術の美学
西洋近代における美しい芸術をめぐる思想について学びます。

第4回

モダニズムとアヴァンギャルドの美学
１９世紀後半から２０世紀初頭のモダニズムとアヴァンギャル
ドの思想について学びます。

第5回

風景をめぐる美学
明治・大正期の日本の絵画を例に風景をめぐる思想について学び
ます。

第6回

グロテスクの美学
西洋と日本の美術を例にグロテスクをめぐる概念について学びま
す。

第7回

美術館と展示の思想
西洋と日本の美術館の歴史を手がかりに、展示の思想につい
て考えます。

第8回

少女文化とその美学
イラストレーションを糸口に近代日本の少女文化と美学との関
係について学びます。

第9回

大衆社会とデザインの美学
大衆社会の出現とデザインをめぐる思想について学びます。

第10回

モダン・デザインの美学
西洋と日本のモダン・デザインをめぐる思想について学びます。

第11回

写真にみる複製技術と美学
写真を糸口に複製技術と美学の関係について学びます。

第12回

消費文化と広告の美学
消費文化の特質と広告と美学の関係について学びます。

第13回

広告のレトリックと女性イメージ
広告の視覚的なレトリックと女性イメージの役割について学びま
す。

第14回

大衆文化と美学、問題演習によるこれまでの学習内容の振返り
大衆文化と美学の問題を総括します。問題を解いた後、問題の解
説を通してこれまでの学習内容の要点を確認します。
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配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：美学、美的なもの

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：ミメーシス、芸術家

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：天才、趣味

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：モダニズム、アヴァンギャ
ルド

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：風景、写生

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：リアリズム、グロテスク

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：展示、まなざし

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：少女、かわいい

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：大衆、デザイン

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：アール・ヌーヴォー、バウ
ハウス

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：写真、複製

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：ポスター、広告

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：レトリック、ジェンダー

5時間

配布資料にもとづき授業の内容を復習す
る。キーワード：大衆文化、美学

5時間

4026
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

西洋美術史１
佐藤真理恵
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、主に古代エジプトやメソポタミアといった西洋美術の源流から15世紀初頭のゴシック美術までの西洋美術史の基礎について（1）ど
のような歴史的展開を追っていったのか、（2）各時代において制作された作品の造形的特徴とは何か、（3）作品が成立した社会的・歴史的背
景と作品成立との関係とは何かに留意して考察していきます。これらに対する考察を深めることによって、作品の見方、読み方を学ぶことが本
講義の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

古代の美術から15世紀初頭までの西洋美術
史における歴史的な知識

西洋美術史の歴史的な流れを理解し、説明す
ることができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

造形的特徴や内容を分析する力を養い、自ら
の言葉で作品の魅力を語ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席（各回小テストの提出をもって出席とみなす）がなければ放棄とみなし、成績評価を「不
可」とする。また、期末レポートが提出されない場合も、小テストの点数にかかわらず「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

復習小テスト

： 授業内容を的確に理解できているかという観点から評価する。
50％

期末レポート
50％

： 学期末に講義内容に関するレポートを課す。講義の理解度、適切な知識の習得、自分の考えや分
析が適切な言葉で論述されているかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高階秀爾監修『増補新装［カラー版］西洋美術史』美術出版社、2018年
千足伸行監修『新西洋美術史』西村書店、1999年
『世界美術大全集西洋編』1～10巻、小学館、1995～1997年
芳賀京子／芳賀満『西洋美術の歴史1古代』中央公論新社、2017年
加藤磨珠枝／益田朋幸『西洋美術の歴史2中世Ⅰ』中央公論新社、2016年
木俣元一／小池寿子『西洋美術の歴史3中世Ⅱ』中央公論新社、2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
このシラバスに記載の内容（主に授業計画）に若干の変更が生じる可能性があることを断っておく。変更点についての説明は初回授業時に行う
ので、初回は必ず出席のこと。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学習が求められる。毎回の授業内容を丁寧に復習すること。また、授業で紹
介した作品以外にも、自分でネットを利用したり参考文献を調べたりしながら、できるだけ多くの美術作品に触れて欲しい。
授業は、google classroomとzoomを利用した実施を予定している（オンデマンド型の授業動画・資料配信）。
各回の理解度を図るため、復習小テストを実施し、google classroomで提出してもらう。期末レポート課題として、入場料、交通費が必要な学
外美術展に行ってもらう場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

教室、google classroom、メール等

9

4026
備考・注意事項： google classroomのコメント機能とメール(mariestsum@gmail.com)で受け付ける。メールには必ず、授業名と氏名、学籍番
号を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション：美術史学について
講義の概要や流れ、評価方法を説明したあと、美術史という学
問および西洋美術の読み方について学ぶ

第2回

原始美術と古代オリエント美術
先史時代の美術、エジプトおよびメソポタミアの美術について理
解を深める

第3回

エーゲ美術
エーゲ文明における3つの美術、キュクラデス美術・クレタ美
術・ミュケナイ美術の彫刻や壁画について学ぶ

第4回

ギリシア美術
陶器画およびアルカイック期からクラシック期にいたる彫刻表
現、さらにヘレニズム美術における彫刻表現について理解する

第5回

エトルリアとローマ美術
エトルリア美術の墳墓壁画や彫刻、古代ローマの建築や彫刻、ポ
ンペイの壁画群について学ぶ

第6回

初期キリスト教美術
初期キリスト教が発展していった歴史的背景とともに、キリス
ト教美術の特徴、すなわち聖像や聖堂建築について理解する

第7回

ビザンティン美術
東ローマ帝国におけるイコンやモザイク画、教会堂装飾につい
て理解する

第8回

初期中世美術1:メロヴィング朝の美術
ケルトのキリスト教文化、とりわけ装飾写本とゲルマン民族のメ
ロヴィング朝で開花した美術について学習する

第9回

初期中世美術2:カロリング朝とオットー朝の美術
カロリング朝フランク王国で生じた新しい文化興隆であるカロリ
ング・ルネサンスおよび神聖ローマ帝国におけるオットー朝の美
術について理解を深める

第10回

ロマネスク美術1:教会堂建築
ロマネスク美術が起こった時代の社会的変化と教会堂建築につい
て学習する

第11回

ロマネスク美術2:絵画工芸
ロマネスク美術における絵画工芸作品について理解する

第12回

ゴシック美術1:12～13世紀のゴシック美術
都市文化として栄えたゴシック美術について12～13世紀までの大
聖堂建築、彫刻、工芸、絵画について理解を深める

第13回

ゴシック美術2:14世紀のゴシック美術
14世紀のゴシック美術に関する建築、彫刻、写本挿絵などについ
て理解を深める

第14回

イタリアおよび国際ゴシック美術

イタリアで展開したゴシック美術について、とくにジョットとシ
モーネ・マルティーニの絵画作品の特徴について学習し、さら
にヨーロッパ各地で同時発生した国際ゴシック様式の特徴につい
て理解する
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配布資料を用いて、美術史の方法論につい
て復習する

5時間

配布資料を用いて、エジプト美術やメソポタ
ミア美術に関する造形表現の特徴を復習する

5時間

配布資料を用いて、エーゲ文明における3つ
の美術の特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、ギリシャ美術の彫刻表
現に関する造形性の違いを復習する

5時間

配布資料を用いて、エトルリア美術およ
びローマ美術が成立した背景や造形性を復
習する

5時間

配布資料を用いて、キリスト教の発展史とい
う時代背景と初期キリスト教美術の特色につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、聖像破壊運動といった社
会的背景を視野にいれつつ、ビザンティン美
術における造形の特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、ケルトの装飾写本やメロ
ヴィング朝の美術について復習する

5時間

配布資料を用いて、カロリング朝およびオッ
トー朝の美術について復習する

5時間

配布資料を用いて、ロマネスク美術と社会変
動との関わり、教会堂建築の特徴について復
習する

5時間

配布資料を用いて、ロマネスク美術の装飾写
本や壁画といった絵画および工芸作品につい
て復習する

5時間

配布資料を用いて、12～13世紀にかけてゴ
シック様式の歴史的変遷について復習する

5時間

配布資料を用いて、晩期ゴシック様式の造形
的特徴を復習する

5時間

配布資料を用いて、イタリアゴシック美術お
よび優雅な国際ゴシック様式の展開を復習す
る。また、これまでの授業を振り返りレポー
トの準備を行う

5時間

4027

321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

西洋美術史１
宇埜直子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
西洋美術の源流からゴシック美術までを概観する。①時代区分ごとの具体的な作品分析を通して、表現の特色や歴史的背景に関する知
識を深め、様式の変遷や成立の過程などを理解することを目指す。また、②作品理解を深め、自発的な分析・考察を促すために、作品記述を義
務付ける。③実際に美術作品を鑑賞するとき、美術史および歴史的知識に基づいて考察する態度を育成する。このため指定した展覧会の見学レ
ポートの作成を課す（状況による）。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

古代からゴシック期までの西洋美術史の理解

古代から14世紀末までの西洋美術史の基礎
的な知識を歴史的背景とともに習得し、各時
代・各地域の美術の特徴を基本的な作
品を挙げながら説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

西洋美術のより深い鑑賞への応用

美術作品を鑑賞するとき、知識や経験をもと
に自分なりに分析・解釈し、評価することが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

何がどのように表現されており、何を意味す
るかについて的確に記述することができ
る。作品の成立背景について、事象の構造を
あきらかにすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。また、展覧会レポートおよび期末レポートの提出がなければ成績評価は行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テストおよび課題

： 講義内容の理解度を測る。
60％

展覧会レポート
20％
期末レポート
20％

： 指定する展覧会を見学し、レポートを作成する。事前の講義内容や展示物から得た知識をもとに自
分なりに分析・解釈できているかを評価する。
： 講義内容を理解していることを前提に、とりわけ興味を感じたことをさらに調べる積極性、もしく
は自分のこれまでの学習や経験にひきつけて記述したものを評価する。

使用教科書
指定する
著者
北澤洋子監修

タイトル
・

出版社

西洋美術史

・ 武蔵野美術大学出版局

参考文献等
適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
美術史のより深い理解のために予習・復習に努めること。多人数授業のため展覧会見学は各自で行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2006 年

4027

時間：

水曜日

場所：

非常勤講師控室

12:30-13:00

備考・注意事項： 質問は提出物の返却時に回答し、またメールでも対応する（uno-n@g.osaka-seikei.ac.jp
号を書くこと）。

メールには必ず氏名・学籍番
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

エジプト美術、メソポタミア美術
西洋美術の源流であるエジプトの美術、メソポタミアの美術につ
いて理解します。

第2回

エーゲ美術と古代ギリシャ１
クレタ美術およびミュケナイ美術、またギリシャの幾何学様
式とアルカイック様式の彫刻について理解します。

第3回

古代ギリシャ２
クラシック様式の陶器画と彫刻、建築とヘレニズム様式の彫刻に
ついて理解します。

第4回

エトルリアとローマ美術
エトルリア美術および共和政ローマ、帝政ローマの美術の壁
画、彫刻、建築について理解します。

第5回

初期キリスト教美術
初期キリスト教美術の建築、浮彫、絵画埋葬美術およびキリス
ト教図像の形成について理解します。

第6回

ビザンティン美術
ビザンティン美術の建築および建築装飾、イコンについて理解し
ます。

第7回

西欧中世初期の美術
西欧中世初期時代の建築、浮彫について理解します。

第8回

ロマネスク美術１
ロマネスク美術の建築と聖堂装飾について理解します。

第9回

ロマネスク美術２
ロマネスク美術の壁画、写本彩飾、工芸について理解します。

第10回

ゴシック美術１
ゴシック美術の建築、彫刻について理解します。

第11回

ゴシック美術２
ゴシック美術の絵画、写本彩色、工芸について理解します。

第12回

イタリアのゴシック美術１
13世紀のフィレンツェの美術、およびジョットの革新について理
解します。

第13回

イタリアのゴシック美術２
1シエナ派の画家たち、およびペスト後の絵画について理解しま
す。

第14回

国際ゴシック様式および15世紀のネーデルラント絵画
国際ゴシック様式と15世紀のネーデルラント絵画について理解し
ます。

12

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

ギリシャ美術について整理し、その推移と特
徴を把握する。次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

ロマネスク美術について整理し、その特
徴を把握する。次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

ゴシック美術について整理し、その特徴を把
握する。次回の予習。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）、および次回の予習。

5時間

イタリアのゴシック美術についてについて整
理し、その推移と特徴を把握する。レポー
ト執筆。

5時間

小テストに向けての授業内容の復習（主要作
品について調べる）。ゴシック美術までの西
洋美術史の流れと各時代の特徴を確認する。

4時間

4031
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

西洋美術史２
佐藤真理恵
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
ルネサンスから19世紀末までの西洋美術の流れを、社会背景を踏まえながら時代ごとに概観する。美術史学におけるいくつかの方法論や解
釈の仕方などを紹介しながら作品や主題を解説していく。美術作品を好き嫌いで判断したり、造形的な観点からのみ鑑賞するのではなく、多角
的に見る目をこの授業を通じて養ってもらいたい。美術の歴史についての理解を深めることで、各時代の代表的な芸術家とその作品を自分の言
葉で説明できる能力と、社会と芸術の関わりについて考える力を身につけてもらいたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

15世紀以降の西洋美術の流れと代表的な作
品、作者、その背景についての理解

代表的な美術作品について時代、地域、作
者、特徴などを述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

毎回の授業内容を必ず復習し、西洋美
術の流れを確実に理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席（各回小テストの提出をもって出席とみなす）がなければ放棄とみなし、成績評価を「不
可」とする。また、期末レポートが提出されない場合も、小テストの点数にかかわらず「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合
授業内容の理解

評価の基準

復習小テスト

： 授業内容を的確に理解できているかという観点から評価する。
50％

期末レポート
50％

： 学期末に講義内容に関するレポートを課す。講義の理解度、適切な知識の習得、自分の考えや分
析が適切な言葉で論述されているかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン著『西洋美術の歴史』木村重信、藤田治彦訳、創元社、2001年。
『西洋美術の歴史』第3-8巻、小佐野重利、小池寿子、三浦篤監修、中央公論新社、2016-2017年。
『名画への旅』第4-24巻、木村重信、高階秀爾、樺山紘一監修、講談社、1992-1994年。
『世界美術大全集 西洋編』第11-28巻、小学館、1992-1996年
他、授業中に適宜参考文献を紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
このシラバスに記載の内容（主に授業計画）に若干の変更が生じる可能性があることを断っておく。変更点についての説明は初回授業時に行う
ので、初回は必ず出席のこと。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学習が求められる。毎回の授業内容を丁寧に復習すること。また、授業で紹
介した作品以外にも、自分でネットを利用したり参考文献を調べたりしながら、できるだけ多くの美術作品に触れて欲しい。
授業は、google classroomとzoomを利用した実施を予定している（オンデマンド型の授業動画・資料配信）。
各回の理解度を図るため、復習小テストを実施し、google classroomで提出してもらう。期末レポート課題として、入場料、交通費が必要な学
外美術展に行ってもらう場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後
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4031
場所：

教室、google classroom、メール等

備考・注意事項： google classroomのコメント機能とメール(mariestsum@gmail.com)で受け付ける。メールには必ず、授業名と氏名、学籍番
号を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション／中世からルネサンスへ
授業全体の流れや受講姿勢、復習の仕方などについての説明をし
た後に、ルネサンスにおいて美術にどのような変化が起こったの
かを概観する。

第2回

イタリアの初期ルネサンス１：受胎告知
ルネサンス美術で非常に好まれた〈受胎告知〉の主題に焦
点を当てる。同主題の複数の作品を比較しながら、聖母マリ
アの感情表現について詳しく解説する。

第3回

イタリアの初期ルネサンス２：聖セバスティアヌスと聖フラン
チェスコ
美術作品に表されたキリスト教の聖人について解説す
る。特に聖セバスティアヌスと聖フランチェスコについて詳し
く説明する。

第4回

イタリアの初期ルネサンス３：神話画
ルネサンス美術における異教主題の作品（神話画）を概
観し、ボッティチェッリの《ヴィーナスの誕生》と《春》につい
て詳しく説明する。

第5回

イタリアの盛期ルネサンス
ルネサンスの三大巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエッ
ロ、ミケランジェロの作品を紹介する。

第6回

マニエリスムとその他の傾向
ロッソ・フィオレンティーノ、ブロンズィーノ、ポントルモ、パ
ルミジャニーノらの作品を取り上げて、マニエリスムの特徴を説
明する。イコノロジーの功罪について、具体的な作例を踏まえな
がら論じる。

第7回

北方ルネサンス
フランドルとドイツのルネサンス美術を概観する。フランド
ルの肖像画と、ドイツ美術における「醜さ」について詳しく説
明する。

第8回

ルネサンスからバロックへ
ルネサンスとバロックの様式的な違い、主題の違いなどを、作
品の「機能」や社会背景に関連付けながら説明する。絵画だけで
なく、彫刻や建築も取り上げる。

第9回

イタリアのバロック美術
カラヴァッジョの《聖トマスの不信》と《マグダラのマリ
ア》を、関連図像を紹介しながら詳しく分析する。

第10回

17世紀スペインとフランスの美術

フランスの古典主義とスペインのバロック美術を概観した上で、
《無現在の御宿り》に焦点を当てる。
第11回

17世紀オランダの美術
17世紀のオランダにおける肖像画、風景画、風俗画、静物画を紹
介。とりわけ集団肖像画と室内画を詳しく見ていく。

第12回

ロココ美術
ロココの文化を概観した後で、ヴァトーのフェートギャラン
ト（雅宴画）の作品や、フラゴナールの作品を解説する。

第13回

新古典主義とロマン主義
古典古代への憧憬について、具体的な作品を踏まえながら論じ
る。新古典主義における合理主義と、ロマン主義の主観主義につ
いて解説する。廃墟の美学も取り上げる。

第14回

レアリスムから印象派・ポスト印象派、20世紀美術へ
19世紀後半にレアリスムが登場し、印象派やポスト印象派に展
開していく過程を辿っていき、２０世紀に現れてくる様々な「イ
ズム」を紹介する。

14

授業内容を復習する。ルネサンスがそれ以
前までとどう違うのかを述べられるようにす
る。

5時間

授業内容を復習する。絵画作品において聖
書の物語がどのように視覚化されたのか
を考える。

5時間

授業内容を復習する。アトリビュートなど
に注目して絵画作品に登場する聖人を見分け
られるようにする。

5時間

授業内容を復習する。ルネサンス美術におけ
る異教の神々とその表され方について各自
調べる。

5時間

授業内容を復習する。できるだけ多数の作
品を鑑賞して理解を深める。

5時間

授業内容を復習する。マニエリスムの特
徴を述べられるようにする。

5時間

授業内容を復習する。初期フランドル絵
画の特徴を述べられるようにする。

5時間

授業内容を復習する。バロック美術の特
徴を述べられるようにする。

5時間

授業内容を復習する。マグダラのマリアの表
現の多様性について理解を深める。

5時間

授業内容を復習する。できるだけ多くの作
品を鑑賞し、作品と作者とテーマを結びつけ
られるようにする。スペイン・バロックにお
いて定式化された《無現在の御宿り》の図
像について説明できるようにする。

5時間

授業内容を復習する。時代背景と美術作
品を結びつけて捉えられるようにする。

5時間

授業内容を復習する。ロココの文化と美
術を結びつけて理解する。

5時間

授業内容を復習する。新古典主義とロマン主
義それぞれの特質、また、どのよう
な点で重なり合っているのかを理解する。

5時間

授業内容を復習する。レアリスムが単なる写
実主義ではないことや、印象派が後年の美
術に与えた影響を理解する。

5時間

4036

321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

西洋美術史特論１
宇埜直子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、15世紀から16世紀前半までのイタリア・ルネサンス美術を概観する。本講義の目的は①ルネサンス美術の代表作、および芸術家に
ついての知識を深めること、②西洋絵画を読みとくための技術を身につけることである。この時期に制作された美術作品は日本でもよく知られ
ているが、それらの成立の過程について具体的な作品を通して考察する。同時に、西洋世界全体に通底するキリスト教や古代ギリシャ・ロー
マ神話、およびアトリビュートの知識の養成も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ルネサンス美術に関する知識

ルネサンス美術の歴史について、基本的な作
品を挙げながら、説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

西洋美術のより深い鑑賞と制作への応用

西洋美術に関する基礎的知識を理解し、鑑
賞および制作に反映させることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

作品について何がどう描かれているか
を読み解き、記述することができる。作
品の成立背景について、事象の構造をあきら
かにすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出物

70％
レポート
30％

： 授業内の提出物は各回5点×14回とする。
5点：講義内容を踏まえたうえで、作品をよく見て分析し、独自の視点を論じることができてい
る。
3点：作品をよく見て、講義内容を論じることができている。
： 授業内容を理解していることを前提に、とりわけ興味を感じたことをさらに調べる積極性、もしく
は自分のこれまでの学習や経験にひきつけて記述したものを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
松浦弘明『図説イタリア・ルネサンス美術史』河出書房新社、2015年。
宮下規久朗『知識ゼロからのルネサンス絵画』幻冬舎、2012年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
講義内容が連続的、多重的なため復習に努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日

場所：

非常勤講師控室

12:30-13:00

備考・注意事項： 質問は提出物の返却時に回答し、授業の前後にも受け付ける。またメールでも対応する（uno-n@g.osaka-seikei.ac.jp
ルには必ず氏名・学籍番号を書くこと）。
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4036
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ルネサンスとは何か
前提となるルネサンスの定義と美術史の基礎知識を理解します。

授業内容の復習。次回の予習。

5時間

第2回

初期ルネサンス１

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

15世紀前半の絵画について整理し、特徴と推
移を把握する。次回の予習。

5時間

15世紀初頭のフィレンツェ

ブルネレスキとギベルティの彫刻コンクール、および各々のそ
の後の様式発展について理解します。
第3回

初期ルネサンス２

マザッチョの革新とマゾリーノ

マザッチョの絵画の革新性とマゾリーノについて理解します。
第4回

初期ルネサンス３

マザッチョ以降の動向１

ベアト・アンジェリコとフィリッポ・リッピについて理解しま
す。
第5回

初期ルネサンス４

マザッチョ以降の動向２

パオロ・ウッチェロとアンドレア・デル・カスターニョの作
品と様式について理解します。
第6回

初期ルネサンス５ フィレンツェ以外のイタリア初期ルネサン
ス絵画
フィレンツェ以外のルネサンス絵画の動向をマンテーニャとピエ
ロ・デッラ・フランチェスカにおいて理解します。

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

第7回

初期ルネサンス６

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。初期ルネサンス絵画全体を整
理し、特徴と推移を把握する。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。次回の予習。

5時間

16世紀の三巨匠の芸術を整理し、特徴と推
移を把握する。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。15－16世紀のフィレンツェ絵
画について整理する。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。ティツィアーノの様式発展につ
いて整理する。次回の予習。

5時間

授業内容の復習、取り上げた画家のほかの作
品も調べる。ヴェネツィア絵画の流れについ
て整理する。

5時間

15世紀後半のフィレンツェ絵画１

ポッライウォーロ兄弟、アンドレア・デル・ヴェロッキオ、ギル
ランダイオの作品を通して、成熟しつつあるフィレンツェ・ルネ
サンスの絵画を理解します。
第8回

初期ルネサンス６

15世紀後半のフィレンツェ絵画２

ボッティチェリの作品と様式変遷を通して、フィレンツェ・ルネ
サンスの盛衰を理解します。
第9回

盛期ルネサンス絵画１

レオナルド・ダ・ヴィンチ

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品と様式、およびレオナルドが後
世に与えた影響を理解します。
第10回

盛期ルネサンス絵画２

ラファエロ

ラファエロの作品と様式、およびラファエロが後世に与えた影
響を理解します。
第11回

盛期ルネサンス絵画３

ミケランジェロ

ミケランジェロの作品と様式、およびミケランジェロが後
世に与えた影響を理解します。
第12回

ヴェネツィア派１
ジョヴァンニ・ベッリーニ、カルパッチョ、ジョルジョーネの作
品を通して、ヴェネツィアのルネサンス絵画を理解します。

第13回

マニエリスム絵画 16世紀前半のフィレンツェ
ポントルモ、ブロンズィーノ、パルミジャーノらのマニエリス
ム絵画を理解します。

第14回

ヴェネツィア派２

ティツィアーノ

ティツィアーノの作品とその様式展開を理解します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

西洋美術史特論２
松山聖央
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

北海道立近代美術館に学芸員として9年間勤務し、コレクション研究において、近現代の西洋美術史を担当し
てきました。

授業概要
この授業では、「環境と芸術」を全体テーマとし、おもに西洋近現代の作品、事象、理論についての理解を目指す。作品への基本的なアプロー
チの方法や、文献やインターネットを用いたリサーチの方法を学びながら、作品と作品の比較、美学理論と芸術史の展開の把握、芸術と社
会の関係性の検証など、芸術について多角的に考察する手法を身につけることを目指す。また、実際に体験することのできる作品や展覧会の具
体例も紹介し、授業外でも芸術に触れる機会をもつことを促す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

西洋の美術・文化についての知識と理解。

西洋美術の代表的な作品について作者やそ
の美術史的な意義を、文化的背景と結びつけ
て理解する。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

授業課題に積極的に取り組み、知識と鑑賞
力を獲得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。学外授業レポートが未提出の場
合は小テストの点数にかかわらず不可。復習小テストの獲得点数が40%に満たないものや不提出の回数が５回以上のものはレポートが提出され
ていても不可。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内容の理解（復習小テストまた
： 授業内容と理解に必要な基礎知識が身についているか。テーマの区切りごとに実施する復習小テス
はレポート）
トではかる。満点総計の40%以下は不可。
50％
期末レポート
50％

： 文章表現力と美術に関する基礎的知識、および、文化や芸術を享受する力について、主に「論理
性」「説得力」から評価。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
三浦篤『まなざしのレッスン１ 西洋伝統絵画』東京大学出版会、2001年
三浦篤『まなざしのレッスン２ 西洋近現代絵画』東京大学出版会、2015年
千足伸行 監修『新西洋美術史』西村書店、1999年
ハル・フォスター他『図鑑1900年以降の芸術』東京書籍、2019年
美学会編『美学の事典』丸善出版、2020年
他、授業中に適宜参考文献を紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。毎回の授業内容を、参考文献などを調べたり、ネットを利
用したりしながら丁寧に復習すること。授業で紹介した作品以外にも、できるだけ多くの美術作品に触れて欲しい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室
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備考・注意事項： 授業日以外の連絡は、Google Classroomを使用する。
メールアドレス等の連絡先は、初回授業にて指示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
授業計画の全体および課題への取り組み方について説明する。

シラバスに目を通しておくこと。

5時間

第2回

人間と自然(1)
芸術における自然の表現について学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第3回

人間と自然(2)

授業内容を復習する。「人間と自然」の2回に
ついての小課題に取り組む。

5時間

自然の美的価値について学ぶ。
第4回

観光と風景(1)
旅行者のまなざしと芸術の関係について学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第5回

観光と風景(2)

授業内容を復習する。「観光と風景」の2回に
ついての小課題に取り組む。

5時間

テクノスケープの発見と関連する芸術作品について学ぶ。
第6回

エコロジーの方法としての芸術(1)
科学と芸術のかかわりについて学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第7回

エコロジーの方法としての芸術(2)
彫刻と建築の作例ついて、エコロジーの観点から学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第8回

エコロジーの方法としての芸術(3)
雰囲気と身体をめぐる作品や理論について学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第9回

エコロジーの方法としての芸術(4)

授業内容を復習する。「エコロジーの方法と
しての芸術」の4回についての小課
題に取り組む。

5時間

ダークエコロジーの概念と関連する作品について学ぶ。
第10回

芸術をめぐる制度(1)
芸術と場所（サイト）との関係性について、作例を通じて学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第11回

芸術をめぐる制度(2)

授業内容を復習する。「芸術をめぐる制
度」の2回についての小課題に取り組む。

5時間

芸術祭とソーシャリー・エンゲージド・アートについて、事
例を通じて学ぶ。
第12回

人工物の美学(1)
美学において、芸術と自然がどのように理解され、比較されてき
たかを学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第133回

人工物の美学(2)
芸術作品と道具との共通点、差異、関係性について学ぶ。

授業内容を復習する。

5時間

第14回

人工物の美学(3)

授業内容を復習する。「人工物の美
学」の3回についての小課題に取り組む。

5時間

自宅環境とDIYについて、美学的な観点から学ぶ。
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東洋美術史

授業科目名

加須屋誠

担当教員名

1年～4年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
現存する美術作品を通して、日本東洋の文化の在り方を考察する美術史学の方法を学ぶ。今年のテーマは「アジアを巡る」 。インド～日本の美
術をを論じる。美術史学に関する基礎的な知識を習得し（知識・理解）、それをもとに美術作品鑑賞のスキルを身につける（汎用的技能）。各
回の授業では取り上げる作品とその文化的背景を理解した上で、作品を鑑賞する。なお、本講義は登録学生が多いため、コロナ感染を避け
て、リモートで行う予定である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

東洋、特に東アジアの人々が作り出した美
術について知る。

東アジアの美術の魅力をたくさん味わう。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

美術を見る目をひろげる。

2 ．DP6.行動・実践

美術をたくさん見に行く。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業ごとのレポート

： 毎回の講義で課題を出す
80％

授業参加度

： 授業マナーをまもり、授業内容に興味をもち参加しているか。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業終了後に申し出て下さい。その場で、もしくは翌週解答いたします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス。 東洋美術の魅力とは。
1）｢美術史｣とはなにか、2）本年度の講義でなにをどこまで扱う
か、3）単位取得のための方法、などを説明。

美術史とは何かを自身の問題として考える

5時間

第2回

祭祀に用いた青銅器、その精緻の技

世界に於ける動物と美術の関係につい
て広く考える。

5時間
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殷周～戦国時代の青銅器について講義する。特に動物をモチー
フにした作品に注目する。
第3回

昇仙への願い・死者への祈り
馬王堆漢墓、秦始皇帝陵などをとりあげ、墳墓の構造や埋葬
品と死生観との関わりについて講義する。

兵馬俑について調べる。

5時間

第4回

仏像の登場

思想や文化、モノの受容を身近な例で考えて
みる。

5時間

仏像が神仙世界のなかに受容され、やがて本格的な礼拝対象とな
るまでの過程を講義する。
第5回

砂漠の美術館～敦煌莫高窟～
北涼から初唐にかけての敦煌莫高窟の主要な壁画や塑像につい
て講義する。

莫高窟の美術を本などで観賞する。

5時間

第6回

北魏の石窟寺院～雲岡と龍門～
中国三大石窟に数えられる北魏時代に開かれた雲岡石窟と龍門石
窟について講義する。

石窟寺院の仏像を本などで観賞する。

5時間

第7回

北斉～隋・唐の石窟寺院～響堂山・霊泉寺・龍門を中心に～
北魏時代に続く北斉、隋、初唐の代表的な石窟寺院について講
義する。

石窟寺院の仏像を本などで観賞する。

5時間

第8回

日本仏教のふるさと、寧波と杭州の美術

寧波と杭州の場所を確認し、仏教美術につい
て復習する

5時間

日本との交流の玄関となった寧波、宋代の中心都市であった杭
州を舞台に展開した仏教美術について講義する。
第9回

岩石は天地の骨、水は天地の血～宋代の絵画～
水墨画を中心に、宋代の絵画について講義する。

宋代の絵画を本などで観賞する。

5時間

第10回

文人の思い～明清の絵画～
明清時代の文人たちによる多様な絵画について講義する。

明清の絵画を本などで観賞する。

5時間

第11回

仏像きらきらし～飛鳥時代の仏像～
飛鳥時代の代表的な仏像について講義する。飛鳥大仏、法隆寺金
堂釈迦三尊、橘夫人念持仏などをとりあげる。

飛鳥時代の仏像について復習する。

5時間

第12回

天平仏の技～奈良時代の仏像～
奈良（天平）時代の代表的な仏像について講義する。薬師寺金堂
薬師三尊、興福寺阿修羅、葛井寺千手観音などをとりあげる。

奈良時代の仏像について復習する

5時間

第13回

日本の絵画（１）
仏画、絵巻物、掛軸、屏風など、日本絵画の形式について。

身近にある日本絵画を鑑賞する

5時間

第14回

日本絵画（２）
唐絵、やまと絵、水墨画、浮世絵など、日本絵画の技法と表現に
ついて。

身近にある日本絵画を鑑賞する

5時間
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日本美術史１

授業科目名

加須屋誠

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
現存する美術作品を通して、日本東洋の文化の在り方を考察する美術史学の方法を学ぶ。今年のテーマは「絵を読む」 。主に古代～中世の絵
画を論じる。美術史学に関する基礎的な知識を習得し（知識・理解）、それをもとに美術作品鑑賞のスキルを身につける（汎用的技能）。各
回の授業では取り上げる作品とその文化的背景を理解した上で、作品を鑑賞する。なお、本講義は登録学生が多いため、コロナ感染を避け
て、リモートで行う予定である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

私たちの祖先が生み出した美術作品を歴史
的・文化的コンテクストのなかで理解する。

日本美術に関する知識と鑑賞力を身につけ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

美術を核にして日本文化全般について知
見を深めることができる。

2 ．DP6.行動・実践

古社寺や展覧会に積極的にでかけ、仏画や絵
巻物、障壁画など古い美術作品を自
分の目で鑑賞する力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度

： 授業内容に興味をもち参加しているか。
20％

レポート

： 授業の際に毎回レポート課題を出す。
80％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 質問は授業後に応じる。それ以外の場合は相談すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

はじめに～ガイダンス

これからの授業で予定されている日本美術
史のテーマの内、興味を持ったものについ
て、書籍やインターネットを用いて調べる。
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5時間

4056
1）｢美術史｣とはなにか、2）本年度の講義でなにをどこまで扱う
か、3）単位取得のための方法、などを説明。
第2回

イントロダクション
飛鳥時代から室町時代までの美術の歴史を総覧する。

第3回

飛鳥奈良時代の美術
法隆寺金堂壁画を中心に飛鳥・奈良時代の美術を考察する。

第4回

平安時代の美術（1）平安前期の仏画
東寺蔵の両界曼荼羅（伝真言院曼荼羅）を中心に、平安前期の仏
画を考察する。

第5回

平安時代の美術（2）平安中後期の仏画
金剛峯寺蔵の仏涅槃図（応徳涅槃）と京都国立博物館蔵の十二天
画像を中心に、平安中後期の仏画を考察する。

第6回

平安時代の美術（3）平安中後期の絵巻
徳川美術館・五島美術館蔵の源氏物語絵巻を中心に、平安中後
期の絵巻を考察する。

第7回

平安時代の美術（4）平安後期の絵巻
起絵巻ほか

朝護孫子寺蔵の信貴山縁

朝護孫子寺蔵の信貴山縁起絵巻を中心に、平安後期の絵巻を考
察する。
第8回

平安時代の美術（5）平安後期の絵巻
絵詞ほか

出光美術館蔵の伴大納言

出光美術館蔵の伴大納言絵詞を中心に、平安後期の絵巻を考察す
る。
第9回

平安時代の美術（6）平安末期の絵巻
東京国立博物館・奈良国立博物館蔵の地獄草紙を中心に、平安末
期の絵巻を考察する。

第10回

平安時代の美術（7）九州国立博物館ほか蔵の病草紙を中心に
九州国立博物館ほか蔵の病草紙を中心に、平安末期の絵巻を考
察する。

第11回

鎌倉時代の美術（1）光明寺蔵の二河白道図を中心に
光明寺蔵の二河白道図を中心に、鎌倉時代の仏画を考察する。

第12回

鎌倉時代の美術（2）聖衆来迎寺蔵の六道絵を中心に
聖衆来迎寺蔵の六道絵を中心に、鎌倉時代の説話画を考察する。

第13回

鎌倉時代の美術（3）清浄光寺蔵の一遍聖絵を中心に
清浄光寺蔵の一遍聖絵を中心に、鎌倉時代の絵巻を考察する。

第14回

鎌倉・南北朝時代の美術 神護寺蔵の伝源頼朝像を中心に
神護寺蔵の伝源頼朝像を中心に、鎌倉・南北朝時代の肖像画を考
察する。
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配付資料を用いて、日本美術史の流れを理
解する。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

配付資料をもとにして、授業で扱った時
代の美術作品のうち、とくに関心を持ったも
のについて調べる。

5時間

4062
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本美術史２
熊倉一紗
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、近世・近代・現代の日本美術の展開を以下の3点に留意して考察していきます。すなわち（1）日本美術の様々な作品の制作者やそ
の作品の造形的特徴を学ぶ。（2）作品・制作者・受容者をめぐる文化的・社会的背景について検討し、作品の具体的な目的や用途などについ
て理解する。（3）美術における自明視されがちな事象に目を向け、それらの成立の様相を辿る。様々な美術作品の展開を、歴史的社会的状
況を踏まえつつ理解することによって、美術作品を読み、語る力を身につけることが本講義の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

日本美術の歴史的な知識

日本における美術の歴史的な流れを理解する
ことができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

日本における美術作品の理解

日本美術における代表的な作品の造形的特
徴を把握することができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

造形的特徴や内容を分析する力を養い、自ら
の言葉で作品の魅力を語ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内課題
70％
期末レポート
30％

： 授業時にその回に関連する課題を出題し，それに対する意見や考えを提出してもらいます。授
業の理解度や論理的な記述，オリジナルな回答を評価します。
： 学期末に講義内容に関するレポート試験を行います。講義の理解度，適切な知識の習得を評価しま
す。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中村興二・岸文和編『日本美術を学ぶ人のために』世界思想社、2001年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

南館2Ｆ情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には、タイトルのあとに氏名・学籍番号を記入してください。（例：日本美術史2のレポートについて【氏
名・学籍番号】）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

イントロダクション：美術史学について
講義の概要や流れ、評価方法を説明したあと、日本美術史や美術
史学とはどのような学問なのか定義などを概観する

第2回

桃山から江戸時代：障壁画
長谷川等伯、狩野永徳・探幽らによる障壁画などを辿ること
で、天下人の時代の美術について学ぶ

第3回

江戸時代①：都市と風俗
洛中洛外図屏風や近世初期風俗画を辿ることで、都市と風俗をめ
ぐる江戸時代の美術を理解する

第4回

江戸時代②：琳派と装飾
俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一の作品を辿ることで、琳派の特
質について考察する

第5回

江戸時代③：18世紀の京都画壇
伊藤若冲、曾我蕭白、円山応挙らの作品を中心し検討し、18世
紀の京都画壇の状況を概観する

第6回

江戸時代④：浮世絵
浮世絵の祖と呼ばれる菱川師宣の肉筆美人画に始まる浮世絵の史
的流れを辿り、浮世絵の多彩な展開を理解する

第7回

明治時代①：美術学校と美術教育
明治初期から中後期にかけて登場した様々な美術学校とその教
育の特質について学ぶ

第8回

明治時代②：日本画の創出と洋画の展開
狩野芳崖や橋本雅邦の「新しい日本画」の意義および浅井忠など
の洋画の造形的特徴について理解する

第9回

大正時代①：「芸術家」誕生と個性
大正時代に尊重される芸術家の個性について、その誕生の歴史的
背景や同時代の作家および作品制作の実際について学ぶ

第10回

大正時代②：新たなる日本画
日本美術院をはじめとする在野系の画家たちの課題や模索の状
況について学ぶ

第11回

昭和時代①：新興美術運動と戦争美術
日本における新興美術運動の展開と戦時中の美術について考える

第12回

昭和時代②：前衛の時代
岡本太郎や実験工房、具体美術協会の表現について理解する

第13回

現代①：反体制と反芸術
読売アンデパンダン展やネオ・ダダイズム・オルガナイザーズを
はじめとする新しいスタイルのグループについて考える

第14回

現代②：現代美術の動向
1980年代の関西ニューウェーブやメディア・アート、村上
隆に至るまでの日本美術の流れを追う
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配布資料を用いて、美術史学に関する概
念や歴史的背景を復習する

5時間

配布資料を用いて、障壁画、長谷川等伯、狩
野派について復習する

5時間

配布資料を用いて、都市を描くというこ
と、洛中洛外図、風俗画について復習する

5時間

配布資料を用いて、琳派、装飾、尾形光琳に
ついて復習する

5時間

配布資料を用いて、18世紀の京都画壇、伊藤
若冲、円山応挙の各作品の造形的特徴につい
て復習する

5時間

配布資料を用いて、肉筆浮世絵、錦絵、美人
画、風景画について復習する

5時間

配布資料を用いて、各美術学校の特徴と教育
内容について復習する

5時間

配布資料を用いて、新しい日本画および洋
画の概念や作品の特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、大正時代に登場する芸術
家の個性の内実について復習する

5時間

配布資料を用いて、同時代の日本画家の課
題やそれに対する解決の仕方などについて復
習する

5時間

配布資料を用いて、選考美術運動と呼ばれ
る革新的な動向と戦争画について復習する

5時間

配布資料を用いて、岡本太郎の作品や実験工
房、具体美術協会の活動について復習する

5時間

配布資料を用いて、読売アンデパンダ
ン展や反芸術について復習する

5時間

配布資料を用いて、関西ニューウェーブ、メ
ディア・アート、村上隆といった新しい芸術
動向について復習する

5時間

4066
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代美術論
はが 美智子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、1980年代以降の現代美術について知識を深めることを目的とします。
一見難解に見える現代美術ですが、現代のテクノロジーや自然などの環境、心のあり方、都市や社会のあり方に対して、問題提起を行っている
ことがわかります。本科目では、多岐にわたる現代美術の作品について、その意図について、学んでいきます。グローバル化、アイデンティ
ティ、歴史の記憶という観点から、現代のアートの特徴について考察します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

現代美術に関する知識

図版や映像、書籍の情報をもとに、現代美術
作品や美術業界の動向を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

様々な作家や作品を通して、グローバ
ル化、アイデンティティ、歴史の記憶とい
う課題を発見し分析できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の授業内コメント
75％
学期末レポート
25％

： 授業内容を踏まえたコメントができていれば4点とし、そこに独自の見解や具体例等が示されてい
れば5点、重大な誤りや不足があれば2点とする。これを14回実施。
： 現代美術に関する基礎知識を用いて、指定の形式に沿って独自の分析結果及び意見を提示できてい
るかどうかという観点から評価する。14回の授業終了後、試験期間中に提出する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
末永照和監修『増補新装 カラー版20世紀の美術』美術出版社、2013年
小崎哲哉『現代アートとは何か』河出書房新社、2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（hagamichiko@gmail.com）。メールには必ず氏名と所属を明
記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

世界の国際芸術展から
2016年のヴェネツィア・ビエンナーレの様子を見ながら、現
代アートの表現方法の多様性やテーマとなっている事柄につい
て学ぶ。

ビエンナーレなどについての記事を読む

5時間

第2回

グローバル化のなかのアートワールド

ガブリエル・オロスコの作品について、動
画を閲覧する

5時間

ガブリエル・オロスコの試みなど、グローバル化のなかでの日
常の創作行為の意味や価値を表現しようとしている作家につい
て学ぶ。
第3回

映画鑑賞 都市開発とジェントリフィケーション（前半）
都市開発をテーマにしたミュージカル映画を観て、コレオグラ
フィやビジュアル表現について考える。

前半のビジュアル表現についてまとめる。

5時間

第4回

映画鑑賞

ビジュアル表現について解説を聞いたうえ
で問いをまとめる。

5時間

動画を指定するので、それを鑑賞して意見を
まとめてくる。

5時間

インタビュー記事を配るのでそれを読んでく
る。

5時間

都市開発とジェントリフィケーション（後半）

都市開発をテーマにしたミュージカル映画を観て、コレオグラ
フィやビジュアル表現について考える。
第5回

デジタル時代のパフォーマンス
テート美術館などでの展示会場でパフォーマンスを行う試みをと
おして、現代の美術館でのパフォーマンス・アートの意義を考え
る。

第6回

冷戦崩壊以後と『新しい世界』
ヴォルフガング・ティルマンスの1990年代から現代までの表現を
とおして、グローバル化とその変化、写真の変容について学ぶ。

第7回

公民権運動以後のアフリカン
人種をテーマにした画家ジェームス・ケリー・マーシャルの作
品を中心に、アフリカン・アメリカンのアーティストの表現につ
いて学ぶ。

作家を一人選び、動画を鑑賞する。

5時間

第8回

ファッションとアイデンティティの政治
ファッションやアイデンティティをテーマにしたドキュメンタ
リーを観ながら、見かけとその表現、ジェンダーと眼差しなど
のテーマについて理解を深める。ウィリアム・クラインのドキュ
メンタリーから、ファッションとアイデンティティとの関連につ
いて考える。

ジェンダーについて考え直す。

5時間

第9回

多文化主義と異装
キリスト教文化圏だけでなく、アラブ圏の作家の例もとりあげる
ため、地中海文明博物館での、ジェンダーや人種をテーマにし
た展覧会から、多文化主義の表現について考える。

鑑賞した映像についてまとめる。

5時間

第10回

注意経済とデジタルアート

タイムベースト・メディアの保存と修復ガイ
ドを参照

5時間

ダムタイプや池田亮司の作品を観て、現代のデジタル時代におけ
る、人間の知覚の変容について考える。
第11回

トラウマと近代の影
ウィリアム・ケントリッジのアニメーションを観て、個人と歴
史の記憶と表現について学ぶ。

ケントリッジの作品を鑑賞してくる。

5時間

第12回

喪失の年代記とアーカイブ

トラウマと記憶について、参考に挙げられ
た映像や書籍をとおして考える。

5時間

冷戦崩壊期以降の表現に見られる、記憶文化や一時的な反=記念
碑的な作品の傾向についてイザ・ゲンツケン、モナ・ハトゥー
ムやエミリー・ジャーシルらの作品を観て考察する。
第13回

参加芸術とセラピー
リジア・クラークやエルネスト・ネト、ペドロ・レイエスら南
米のアーティストの作例を観て、セラピー的な方法を用いる現
代アートの方法について学ぶ。

不平のコーラスの作品を鑑賞する。

5時間

第14回

生物と人間のエコシステム

アートはエコロジーに関してどのようなアプ
ローチできるか、考察してまとめる。

5時間

ピエール・ユイグの作例から、生態系の問題に取り組むアーティ
ストたちの活動について考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

デザイン史
熊倉一紗
1～４年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、主に19世紀から今世紀までの欧米と日本における近代グラフィック・デザインについて、以下に3つのポイントに留意しながら考
察していきます。すなわち（１）近代グラフィック・デザインが成立していく歴史的経緯を辿ること、（２）近代グラフィック・デザインによ
る視覚的表現がいかなるメディアや視覚言語で構成されているのかを知ること、（３）近代グラフィック・デザインにいかなる技術や要
素が盛り込まれているのかを理解することです。それぞれの時代における社会的歴史的背景も盛り込みながら、デザインを複眼的に理解するこ
とが本講義の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

欧米・日本におけるデザインの歴史的な知識

欧米および日本における近代グラフィッ
ク・デザインの歴史的な流れを理解し、説
明することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

欧米・日本におけるデザイン作品の理解

代表的な作家や作品の特徴などを把握し指
摘することができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

デザインに対する基礎的鑑賞力を身につ
け、過去のデザインの知識を活かして制
作・実践することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内課題
70％
期末レポート
30％

： 授業時に,その回に関連する課題を出題し，それに対する意見や考えを提出してもらいます。授
業の理解度や論理的な記述，オリジナルな回答を評価します。
： 学期末に講義内容に関するレポート試験を行います。講義の理解度，適切な知識の習得を評価しま
す。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
阿部公正監修『カラー版 世界デザイン史』美術出版社、1995年
フィリップ・B・メッグズ『グラフィック・デザイン全史』藤田治彦監修、淡交社、1996年
竹原あき子・森山明子監修『カラー版 日本デザイン史』美術出版社、2003年
新島実『新版graphic design』武蔵野美術大学出版局、2004年
アラン・ヴェイユ『グラフィック・デザインの歴史』柏木博監修、遠藤ゆかり訳、創元社、2005年
その他、授業内で適宜紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日4限

場所：

南館2F情報デザイン研究室
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備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には、タイトルのあとに氏名・学籍番号を記入してください。（例：デザイン史のレポートについて【氏
名・学籍番号】）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

イントロダクション：近代グラフィック・デザインの誕生
講義の概要や流れ、評価方法を説明したあと、グラフィックデザ
インの定義・領域、印刷技術の変遷を学ぶ

第２回

アーツ・アンド・クラフツ運動：ブックデザインのルネサンス

ウィリアム・モリスのデザイン活動および書物制作に対す
る考え・思想を理解する
第３回

アール・ヌーヴォー①：イギリス・フランス・ベルギーの展開

イギリス・フランス・ベルギーにおけるアール・ヌーヴォー様
式のグラフィック・デザインについて学ぶ
第４回

アール・ヌーヴォー②：ユーゲントシュティールとウィーン分
離派
ドイツとオーストリアにおけるアール・ヌーヴォー様式のグラ
フィック・デザインについて学ぶ

第５回

明治ハイカラ・大正ロマン：日本のアール・ヌーヴォー
明治・大正期の日本におけるアール・ヌーヴォー・デザインの受
容、日本独自の展開の仕方について理解を深める

第６回

ロシア構成主義：紙上のアヴァンギャルド
1910年代～20年代のロシアにおける近代デザインの取り組みにつ
いて学ぶ

第７回

バウハウス：教育とデザイン
バウハウスにおいて、誰が、どのようなグラフィックデザイ
ンを制作していたのか、モダン・グラフィックデザイン確立の様
相を理解する

第８回

アール・デコ①：ポスターの成熟
ポスターの黄金時代といわれる1920年代から30年代におけるフラ
ンスのポスターの特色を知る

第９回

アール・デコ②：タイポ・写真・イラストレーション
1920年代～30年代におけるフランス以外でのグラフィックデザイ
ンの展開について、ポスター・書体・ファッション写真を中
心に学ぶ

第10回

都市化と大衆：日本のアール・デコ
1920年代～30年代の日本におけるアール・デコデザインの受容に
ついて理解する

第11回

戦時中のデザイン
日本の戦中（1930年代後半～40年代半ば）グラフィック、インテ
リア、ファッションの各デザインの動向について学ぶ

第12回

国際タイポグラフィック様式：欧米の視覚言語
スイスで展開された国際タイポグラフィック様式の展
開を追い、代表的な作品の造形的特徴について理解を深める

第13回

消費社会とグラフィズム：戦後のデザイン動向

戦後（1950～60年代）の欧米におけるイラストレーションを用い
たポスターに注目し、代表的作家の造形方法について学ぶ
第14回

高度経済成長期のデザイン
デザインという独自のカテゴリーが確立した時期のインダストリ
アルやグラフィック・デザインについて学ぶ
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配布資料を用いて、グラフィックデザイ
ンに関する概念や歴史的背景を復習する

5時間

配布資料を用いて、ウィリアム・モリ
スのブックデザインの造形的特徴を復
習し、アーツ・アンド・クラフツ運動の影
響に関して書籍などで調べる

5時間

配布資料を用いて、イギリス・フランス・ベ
ルギーで展開したアール・ヌーヴォー様
式のポスターについて作家や作品の造形的特
徴を復習する

5時間

配布資料を用いて、ドイツとオーストリ
アで展開したアール・ヌーヴォー様式の作
品について造形的特徴を復習する

5時間

配布資料を用いて、明治・大正期のグラ
フィックデザインの歴史的背景を復習し、竹
久夢二の他の作品に関して書籍などで調べる

5時間

配布資料を用いて、ロシア・アヴァンギャル
ドのデザインが展開した社会的・政治的背
景について復習する

5時間

配布資料を用いて、バウハウスの歴史的変
遷および作品の特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、アール・デコデザイ
ンの様式的特徴を復習する

5時間

配布資料を用いて、1920年代～30年代におけ
るイギリス・スイス・アメリカのポス
ターの特徴や書体の区別について復習する

5時間

配布資料を用いて、1920年代～30年代日
本のアール・デコデザインの作品および造形
的特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、戦時体制時における各デ
ザインの特徴と時代背景との関係性につい
て復習する

5時間

配布資料を用いて、国際タイポグラフィッ
ク様式を支える概念や考え、歴史的変遷につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、イラストレーショ
ンを用いたポスターの特性について復
習し、他のイラストレーション・ポス
ターに関して書籍などで調べる

5時間

配布資料を用いて、高度経済成長期のデザイ
ンの特徴を復習する

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

工芸論
田川真千子/山下晃平
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
【テーマ】漆芸と日本の工芸
二人の教員が漆（田川）（５回）と、日本の工芸（山下）(9回)を担当し、オムニバス形式で授業をおこなう。漆は日本では縄文時代以来の歴
史があり、世界でも日本の漆工芸は高く評価されてきた。漆工芸の素材、技術、歴史について学び、日本やアジアの様々な漆作品を鑑賞す
る。後半の日本の工芸では、前半の講義を踏まえながら、さらに工芸+論として、日本の工芸の歴史と多様な表現技法についての理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漆芸および工芸分野の基礎的知識の獲得。

漆芸および工芸領域の多様な素材や制作工
程と歴史について基本的な知識を身につけて
いる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

美術館、博物館などにおいて工芸作品に興
味を持ち、鑑賞する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
担当教員それぞれにレポート作成などの課題が出される。すべての課題を提出する必要がある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
60％
授業内課題
40％

： それぞれの分野の授業内で指示された形式と内容を備えているか。課題内容に対し研究心、探究
心をもって取り組んでいるか。すべての課題を提出しているか。
： 授業内で指示されたコメントシートや授業内小レポートで、授業内容を十分理解し、必要な内
容が書かれているか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本工芸会東日本支部編『伝統工芸ってなに？』（芸艸堂、2015年）
「工芸」シンポジウム記録集編集委員会（編）『美術史の余白に：工芸・アルス・現代美術』（美学出版、2008年）
授業内で授業内容に沿ったプリント資料を配付する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
学外見学には交通費と観覧料などの費用が必要。
レポート提出は単位取得の必須要件。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：
備考・注意事項： リモート授業においては、メールを用いて質問をすることが可能。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画

29

4086

第1回

漆工芸１

材料と道具

素材の特徴

漆の素材や制作方法について紹介し、漆工で扱う素材や道具の基
礎知識を学習する。
第2回

漆工芸２

日本の漆工史①

日本の漆工芸の歴史について、蒔絵技法を中心に学ぶ。

材料と道具
る。

素材の特徴

について復習す

5時間

漆工史について復習し、家庭あるいは店舗に
おいてどのように漆がつかわれているか調
査する。

5時間

第3回

漆工芸３
日本の漆工②
螺鈿技法や平脱等の中国の漆工技法が日本で発展した歴
史を学び、漆工技法のアジアでの広がりについて理解する。ま
た日本の蒔絵技法が海外へ影響を与えた歴史についても学習す
る。

レポート作成

5時間

第4回

漆工芸４

アジアの漆工芸について復習し、博物館や店
舗などで日本以外の漆作品がないか探す。

5時間

近現代の漆工について復習し、工芸展などに
おいてどのような作品があるか調べる。

5時間

配布資料と参考文献を参照し、それぞれの技
術的な特性について理解を深める。

5時間

配布資料を参照しながら、関心のある作
家・作品の評価や歴史的価値について考察す
る。

5時間

参考文献を参照し、明治期の日本政府の制度
的な取り組みについて理解しよう。/また配布
資料を読み返し、「工芸」ジャンルの形成過
程について理解を深める。

5時間

配布資料や紹介する図録を確認し、関心のあ
る作品の特徴について考察する。

5時間

配布資料を参照しながら、関心のある工芸運
動について調べ、作品と思想との関係につい
て考察する。

5時間

民藝に関する図録や美術館見学を通じ
て、改めて工芸における作家性や表現手段に
ついて考える。

5時間

参考文献や配布資料を参照しながら、戦
後の「工芸観」のあり方について理解を深め
る。

5時間

配布資料及び講義内容を整理し直し、「クレ
イワーク」「工芸的造形」など用語と作品と
の関係について理解を深める。

5時間

配布資料や関連する図録などを参照し、自
身が今後どのような技法や表現方法に関心が
あるのか考える。

5時間

アジアの漆工

漆工技法が東アジアに発展し、多様な技法を各地で生み出した歴
史を学習する。地域によって好まれた意匠や技法が存在すること
を学ぶ。
第5回

漆工芸５

近現代の漆工とその課題について

近代、現代における漆工芸の展開を学習する。作品のデザイ
ン・技法・用途を学び、現代社会における課題について考察す
る。
第6回

多様な素材と表現1：工芸というジャンルと技法
後半の授業案内。また工芸と区分される多様な素材と技法を確
認し、それぞれの特性を学ぶ。

第7回

多様な素材と表現2：前衛と伝統
モダニズムから1980年代にかけて、日本の工芸を牽引した作
家・作品の特徴を捉える。

第8回

美術制度と工芸：明治の美術制度の制定と工芸の誕生

日本における「工芸」概念の誕生と美術制度との関係につい
て学ぶ。
第9回

博覧会と工芸：日本の職人（芸術家）と超絶技巧
博覧会の歴史を参照し、近代日本における工芸の役割や表現の特
徴について学ぶ。

第10回

世紀末、アールヌーボーの時代と日本の型紙
近代に起こった工芸運動を通して、意匠あるいはデザインと思
想との関係について学ぶ。

第11回

工芸の美と民藝運動
大正から昭和にかけての工芸運動である民藝運動とその作品群に
ついて学び、工芸領域が持つ用と美という特質について考察す
る。

第12回

戦後工芸界の形成
戦後日本における工芸界の状況について、特に用と美という視
点を踏まえながら捉える。

第13回

現代美術と工芸：素材と空間
1980年代以降の工芸的手法を用いた多様化な表現について学ぶ。

第14回

おわりにー感性論（美学）と工芸
これまで見てきた工芸作品を総括し、感性論あるいは教育論の見
地から捉えられる工芸の意義について考察する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

工芸論
大手裕子
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

染織作家として、作品制作、発表を行っている。また、染織表現の多様性やその歴史についてのリサー
チを行っている。（全14回）

授業概要
染織技法により生み出された物は、人にとって無くてはならない素材であり、生活に必需な製品、或いは鑑賞や愛着の対象となる美術・工芸作
品等としても存在する。
ここでは、繊維素材を用いての糸や布を生み出すことの始まりから、最先端の繊維製品までの主に技術の発達による変化を辿る。更に、地域や
その風土、文化と関わる多様な染織品から、美術品としての染織作品まで、幅広く鑑賞することを通して染織の世界についての知識や、作
品の魅力を感じ取る力を養う。
これらの学びを通して、自らの暮らしや表現活動等における染織との関わりに気付き、それを活用することで豊かなものとする意識を育てる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

多様な染織および他の工芸についてその表
現の魅力に触れ、技術や素材について体系
的に整理し理解する。

主な工芸・染織表現について特徴やその背
景について得た知識を自身の表現等に生かす
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

工芸・染織についての知識を基に、美的側
面や機能面等からの意義を考え、現代の社
会における展開について展望する。

過去、現代における工芸・染織のあり方か
ら未来の社会での有用性や新たな展開を提
案できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

工芸について授業で得た知識を基に現代社
会における問題点を見出し把握することがで
き、それについての、解決策を発想すること
ができる。

2 ．DP6.行動・実践

博物館・美術館等の収蔵品やその他産地など
における実作品に触れ、自身の直接的な感
覚を通してその表現の魅力を知り、それ
を伝え、活かすことができる。

3 ．DP7.完遂

全ての学びを通して得られたことを元に、未
来の工芸の在り方について考察し、提案す
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
学外見学には交通費と観覧料などの費用が必要となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講に向かう姿勢
20％
授業内課題
30％
定期試験（ファイル・レポート）
40％
学修到達度評価

： 授業内で指示されたコメントシート等で、授業内容を十分理解し、必要な内容が書かれているか
を評価する。
： 授業内で出題された課題に対する提出物について、求められた条件を満たして作成されているか
を評価する。
： 授業内で指示された形式と内容を備えているか。課題内容に対し研究心、探究心をもって取り組ん
でいるかについて評価する。
： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、授業内で紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
学外見学には交通費と観覧料などの費用が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日3限（大手）

場所：

美術アトリエ棟研究室

備考・注意事項： 上記以外の場合は、Googleクラスルームでの質問も可能。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「工芸」について
・「工芸」の概念と、多様な工芸品について概説する。
・特に、人の暮らしと密接に結びついた用途、機能面からの視
点と、技巧、意匠から生まれる美的な視点の両面から工
芸を捉え、鑑賞、理解することから始める。
・以後の授業において、用の面からの扱い方を学ぶために、可
能な限り実体験を含む方法等で実物に触れることを通した鑑賞
等を実施することについての説明。
学修到達度評価について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

第2回

様々な繊維素材について①

―植物繊維から糸へ―

・身近な布から観察と分解を通して繊維までの加工の工程をたど
り、素材がどのようなものかを知る。
・布になり得る様々な天然素材とその特徴について学ぶ。

授業内で学んだことについて、配布資料
等を基に整理しまとめておく

5時間

様々な繊維素材とその技法について、資
料、サンプルを整理しまとめる。

5時間

動物性繊維の特性と技法について、資料、サ
ンプルを整理し、まとめておく。

5時間

布の成り立ちについて、配布資料等を基に整
理しまとめておく

5時間

籠等の成り立ちについて、配布資料
等を基に整理しまとめておく

5時間

見学内容について、指示された観点でレポー
トを作成する。

5時間

プレ・インカの染織について、配布資料
等を基に、整理し、まとめておく。

5時間

タピストリーについて、配布資料を基に、整
理し、まとめておく。

5時間

・植物から繊
維を取り出す→糸を作る（績む、紡ぐ、？ぐ 等）工程を知る。
・類似の方法による、縄綯い、撚り等の技法とその用途について
も学び、繊維に対する技法の原理に触れる。
＊現代においての生かされ方として＜こより相撲＞を紹介
第3回

様々な繊維素材について②

―動物繊維から糸へ―

・動物から繊維を得る方法（主に、獣毛と蚕の絹に大別でき
る）→ 糸を作る工程を知る。
・ネパールのヤクの繊維による製織と、現代の機械化によるウー
ル生地生産の両方について知り、手仕事と機械生産の違い、双
方の価値について考察する。
＊気付くとたまる部屋の＜埃（ほこり）＞は大部分が繊維、で
は、何繊維？
「木綿以前のこと（柳田国男）」の記述を読む。
第4回

繊維から布へ

―布の起源・織りの起源―

・布の起源が住居、衣服等において、どのように起こってきたか
を民俗資料などを通して探る。（防寒、防湿、外敵からの防御
等の目的から生まれ、快適さ、美を求めるまで）
・織り以前の技法として、組み、編み、フエルティング等につい
て学ぶ。
＊＜ミサンガ＞は何技法？
・エジプト、パレスチナ、ギリシア・ローマ、中国、インド、そ
れぞれの文明における織りの有り様について知る。織りがそれぞ
れの文明の中で占める位置や、多様に展開した用途、意匠を概
観する。
＊数千年を経た現代にも見つけられる先史時代の意匠を探す
第5回

繊維から立体へ

―バスケタリーの起源―

・繊維を用いた立体とは、狩りや漁で用いるものから、容
器、特に通気性を求められる籠等として成立し、多様な展
開を見せている。それらについて概説する。
・用いられる素材について、実物に触れることを通してその性
質、美しさ、技法による変化について学ぶ。
＊「立ち上がる繊維」という視点でのバスケタリー技法、繊
維を立ち上がらせる要因は？
第6回

国立民族学博物館見学
・第4回、第5回での学びについて展示物を通して確認、実物の魅
力、美しさに触れる。
・見学した様々な工芸品について、地域、民族、素材、技
術、等、構成する様々な要素について整理し、まとめておく。

第7回

プレ・インカの染織
・紀元前からスペインに支配されるまでのペルーの染織は、技術
的にも、またデザイン的にも最も優れ、重要とされてい
る。後のバウハウスにおけるテキスタイルデザイン、制作に
も大きな影響を与えたアンデスの染織について学ぶ。
＊バウハウスのデザイン理念に生かされたアンデスの染
織を探す。

第8回

中世ヨーロッパの染織芸術
現―

―タペストリーによる絵画的表
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・染織表現の芸術としての代表的な形が「タペストリー」であ
る。ヨーロッパの工房において多数制作されたタペストリーの技
法、主題、用途等について学ぶ。
＊描かれた絵画と織られた図像の違いに迫る。
・後に日本に伝わり展開した「綴れ織」の技法・表現と比較す
る。
中間学習到達度の確認とフィードバックを行う。
第9回

産業革命による染織産業の変化とその後
・アーツ＆クラフト運動、バウハウス等のムーヴメントについて
・20世紀のテキスタイルデザイン
＊産業革命時のリアルな染織製品について探求する。

第10回

芸術表現としての染織

―ファイバー・アート―

・伝統的なタペストリーから、作家によるメッセージ性の高い染
織作品。また、1970年代以降の、多様な素材、オリジナルテク
ニックによる立体的或いは、インスタレーション的な作品につい
て学ぶ。
＊ローザンヌ・タピストリー・ビエンナーレを起点とした染織工
芸の多様な展開は一過性のもの？
第11回

現代の染織と人の暮らし①

―ファッション編―

・現代の衣服におけるテキスタイルについて（機能、デザイ
ン、社会的課題との関わりから考察する。）
・テキスタイルデザイナー、ファッションデザイナーによる特徴
的な作品を紹介し、実物サンプル等に触れ、テクスチュア、意
匠の特徴について学ぶ。
＊人の「布への執着」とは、何に由来するのか？
第12回

現代の染織と人の暮らし②

―インテリア編―

・現代の住空間におけるテキスタイル（機能、デザイン、環境問
題との関わりから考察する。）
・テキスタイルデザイナー、インテリアデザイナー、による特徴
的な作品を紹介し、実物サンプルに触れ、テクスチュア、意
匠、用途の特徴について学ぶ。
＊住空間に溢れるテキスタイル、例えば自分の部屋の中にどれだ
けの繊維製品が見つかるか、サンプリングしてみる。
第13回

科学技術と染織
・医療、宇宙開発、災害対策、スポーツ等、多様な場面で開発さ
れている繊維素材とその活用について現在の状況を知る。
・環境との共存において求められる染織、繊維製品について考
察する。
＊最先端の現場においてどのような繊維製品が見つかるか？

第14回

未来の社会における工芸 ―手仕事の行方、多様な分野との融
合の可能性―
・手仕事としての工芸の継承と活用の可能性について考察する。
・他の芸術や社会で求められる活動等における工芸分野の特
長を生かした展開について考察する。
＊手仕事継承に貢献できる工芸製品企画を試みる。
最終の学習到達度の確認を行う。
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バウハウス以降の染織工芸、染織工業の流れ
について、整理し、まとめておく。

5時間

ファイバー・アートについて、配布資
料を基に、整理しまとめておく。

5時間

ファッションとテキスタイルについて、配布
資料を基に整理し、まとめておく。

5時間

住空間のテキスタイルについて、配布資
料を基に整理し、まとめておく。

5時間

テクノロジーの発展と繊維素材、技法につい
て、配布資料を基に整理しまとめておく。

5時間

工芸の未来について、学んだことを元に展
望し、提案する。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

建築史
池井健
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
複雑多岐を極める建築史を時代を追って学習する。
有名、無名の様々な歴史的建築物のスライド等を通じ、建築空間の変遷とその多様性について、時代性や地域性といった背景とともに概観す
る。
建築の在り方がその時代の政治や宗教、技術などとどのように関連して変化してきたかを知ることで、現在、未来における建築の在り方につい
て考える能力を身に着ける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

複雑多岐を極める建築史を時代を追って学
習する。
有名、無名の様々な歴史的建築物のスライ
ド等を通じ、建築空間の変遷とその多様性に
ついて、時代性や地域性といった背景ととも
に概観する。

建築の在り方がその時代の政治や宗教、技
術などとどのように関連して変化してきたか
を知ることで、現在、未来における建
築の在り方について考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

建築と歴史の関係を具体的に学び、社会状
況が建築やその他のあらゆるものに及ぼす影
響を理解し想像できるようになることで、現
代の日本において自分がどのように行動すべ
きかを判断することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度

： 教員との授業中のやり取りによって評価します。
20％

不定期のレポート課題

： 内容と文字数により評価します。
30％

定期試験

： 試験の素点に基づいて評価します。
50％

使用教科書
指定する
著者
熊倉洋介

タイトル
他

・

増補新装 カラー版
様式史

出版社
西洋建築

・ 美術出版社

参考文献等
西洋建築史図集

三訂版

（日本建築学会

編）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2010 年

4091

時間：

随時

場所：

電子メールにて質問を受け付ける

備考・注意事項： 質問先電子メールアドレス：
info@ikei-archi.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

建築史概観
指定教科書に沿って古代から現代までの建築史を概観する。

第2回

古代オリエント、エジプト建築
指定教科書に沿って古代オリエント、エジプトの建築史を、実
際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第3回

古代ギリシア建築
指定教科書に沿って古代ギリシアの建築史を、実際の建築物の写
真や図面等を見ながら学ぶ。

第4回

古代ローマ建築
指定教科書に沿って古代ローマの建築史を、実際の建築物の写
真や図面等を見ながら学ぶ。

第5回

初期中世建築
指定教科書に沿って初期中世ヨーロッパの建築史を、実際の建築
物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第6回

ロマネスク建築
指定教科書に沿って主に紀元10～11世紀のヨーロッパの建築
史を、実際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第7回

ゴシック建築
指定教科書に沿って主に紀元12～13世紀のヨーロッパの建築
史を、実際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第8回

ルネサンス建築

指定教科書に沿って主に紀元14～15世紀（ルネサンス期）のヨー
ロッパの建築史を、実際の建築物の写真や図面等を見なが
ら学ぶ。
第9回

バロック建築
指定教科書に沿って主に紀元16～17世紀のヨーロッパの建築
史を、実際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第10回

18世紀の建築
指定教科書に沿って主に紀元18世紀のヨーロッパの建築史を、実
際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第11回

19世紀の建築
指定教科書に沿って主に紀元19世紀のヨーロッパの建築史を、実
際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第12回

モダニズム建築の誕生
指定教科書に沿ってモダニズム建築の誕生を、実際の建築物の写
真や図面等を見ながら学ぶ。

第13回

モダニズム建築の広がり
指定教科書に沿ってモダニズム建築の広がりを、実際の建築
物の写真や図面等を見ながら学ぶ。

第14回

ポストモダニズム以降の建築
指定教科書に沿ってポストモダニズム以降建築について、実
際の建築物の写真や図面等を見ながら学ぶ。
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授業中に紹介した建築物について、インター
ネットや書籍を使用して自分なりに調べる。

5時間

古代オリエント、エジプトを舞台とした映
画を見たり本を読むことで、当時の人々の生
活について理解を深める。

5時間

古代ギリシアを舞台とした映画を見た
り本を読むことで、当時の人々の生活につい
て理解を深める。

5時間

古代ローマを舞台とした映画を見た
り本を読むことで、当時の人々の生活につい
て理解を深める。

5時間

初期中世ヨーロッパを舞台とした映画を見た
り本を読むことで、当時の人々の生活につい
て理解を深める。

5時間

紀元10～11世紀のヨーロッパを舞台とした映
画を見たり本を読むことで、当時の人々の生
活について理解を深める。

5時間

紀元12～13世紀のヨーロッパを舞台とした映
画を見たり本を読むことで、当時の人々の生
活について理解を深める。

5時間

紀元14～15世紀（ルネサンス期）のヨーロッ
パを舞台とした映画を見たり本を読むこと
で、当時の人々の生活について理解を深め
る。

5時間

紀元16～17世紀のヨーロッパを舞台とした映
画を見たり本を読むことで、当時の人々の生
活について理解を深める。

5時間

紀元18世紀のヨーロッパを舞台とした映
画を見たり本を読むことで、当時の人々の生
活について理解を深める。

5時間

近代建築史に関わる書籍を読んで、その幕
開けについて理解を深める。

5時間

モダニズムの建築家であるミース・ファ
ン・デル・ローエについて、インターネッ
トや書籍を使用して自分なりに調べる。

5時間

モダニズムの建築家であるル・コルビュ
ジェについて、インターネットや書籍を使
用して自分なりに調べる。

5時間

ポストモダニズム以降の建築家について、イ
ンターネットや書籍を使用して自分なり
に調べる。

5時間

4101
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

メディア論
柴台弘毅
2～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
今日の社会は、メディア社会と呼んでも過言ではないほど、インターネットやスマートフォンといったメディアなしには成立しがたく、それら
と複雑かつ深く結びついている。その結果、今日の社会の仕組みは容易には見通しにくいような状況にある。本講義は、メディア研究(Media
Studies)の入門的位置づけであるため、メディア論の主要な研究業績を参照しながら、できるだけ身近な事例に即し、メディアと社会におけ
る歴史や諸問題、そして今後の可能性について考察するための多様な視点を獲得してもらうことを狙いとしている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

メディア論に関する知識

①メディアに関する基礎知識を身に着けるこ
と。
②メディアの特性と社会の状況を概観できる
ようにすること。
③メディア社会を捉える枠組みの基礎理
論を理解し、援用できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

メディア社会における様々な事象を考
察し、社会における課題を発見できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
2022年度はリモート講義（教材提示型）のため、
毎回の講義で出題する小レポート課題の提出をもって、
該当授業回を出席扱いとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験（論述による講義全体の到達 ： 受講生自身の関心に基づいて、メディア社会における諸問題を論理的に考察できているかどうか
度確認）
を判断する。
60％
小レポート課題（毎回の授業に関連し ： 11回以上の提出で満点。その他は、提出回数に応じて減点。
た問題を出題）
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
■辻泉，南田勝也，土橋臣吾編，2018，『メディア社会論（有斐閣ストゥディア）』有斐閣．
■南田勝也，木島由昌，永井純一，小川博司ほか編著，2019，『音楽化社会の現在―統計データで読むポピュラー音楽』新曜社．
■土橋臣吾，南田勝也，辻泉編，2013，『デジタルメディアの社会学［改訂版］』北樹出版．
■飯田豊編，2017，『メディア技術史―デジタル社会の系譜と行方（改訂版）』北樹出版．
■吉見俊哉，2012，『メディア文化論― メディアを学ぶ人のための15話 改訂版』有斐閣

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後、またはメール
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4101
場所：

オンライン

備考・注意事項： kouki.layra@gmail.comにメール。
必ず大学名、受講授業名、氏名、学生番号を記述してメールすること。
2日程度経って返信が無い場合は、不着の可能性も考えられます。
その際はお手数ですが、学部事務への相談をお願いします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション メディア社会の現在と諸問題

メディア社会とは何かについて、この授業で扱う流動化、個人
化、再帰化という3つのキーワードを用いて検討する。あわせ
て、講義の概略についても紹介する。
第2回

メディアの来歴（1）ネットワーク化の来歴
マス・メディアとインターネットを事例に、メディアは人々をど
のように繋ぐものとして語られたのか、また、そのありようが時
代と共にどのように変わってきたのかについて、検討する。

第3回

メディアの来歴（2）モバイル・デバイスの来歴
固定電話から携帯電話・スマートフォンへの変遷を概観しなが
ら、社会における場所感覚の喪失と創出について考察する。

第4回

メディアの来歴（3）コンテンツ・メディアの来歴
ポピュラー音楽を事例に、現在のコンテンツ・メディアの特徴と
して挙げられる流動化について考える。

第5回

メディアの功罪（1）ソーシャル・メディアの功罪

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・システム）は、社会にど
のような影響をもたらしたのかについて考察する。
第6回

メディアの功罪（2）デジタル・コンテンツの功罪

デジタル化した音楽作品を事例に、今日における文化作品の価
値について検討する。
第7回

メディアの功罪（3）ネット広告の功罪

インターネット広告や今日における我々の消費行動を事例に、監
視社会の問題について考察する。
第8回

メディアの功罪（4） ユビキタス／ビッグデータの功罪

ビッグデータの活用が社会や個人に与える影響について考察す
る。
第9回

メディア社会の構想（1）変わりゆくリアリティ

現代におけるリアリティ（現実環境）をめぐる問題について考
察する。
第10回

メディア社会の構想（2）変わりゆくコンテンツ

現代におけるコンテンツ受容をめぐる問題について考察する。
第11回

メディア社会の構想（3）変わりゆくテクノロジー
流動化や個人化が進むメディア社会における、人々の繋がりや一
体感について考察する。
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事前にシラバスに目を通しておくこと。ま
た、メディア社会における諸問題につい
て、受講生自身の関心に基づいて調べてみ
る。

5時間

マス・メディアとインターネットについて調
査・比較し、それぞれの特徴と違いを考えて
みる。

5時間

受講生自身の生活史を振り返り、日常生
活の中で携帯電話・スマートフォンをどのよ
うに利用しているか、整理しておく。

5時間

受講生自身の生活史を振り返り、日常生活の
なかで、どのような手段でポピュラー音
楽を楽しんでいるのか、整理しておく。

5時間

受講生自身の生活史を振り返り、日常う生
活においてSNSをどのように活用しているの
か、整理しておく。加えて、SNSにまつわる諸
問題について、調べておく。

5時間

フィジカル・コンテンツ（本、CD、DVDな
ど）とデジタル・コンテンツ（インターネッ
トを通じて配信されるマンガや書物、音楽作
品、映像作品など）を比較し、その特
徴や違いについて、整理しておく。

5時間

インターネット上で普段目にする広告につい
て、どのようなバリエーションがあるの
か、整理しておく。また、受講生自身の生活
史を振り返り、どのようなポイント・サービ
スやサービス・アプリを利用しているの
か、その利用動機は何か、整理しておく。

5時間

SNSやYouTubeや各種サブスクリプショ
ン・サービス（音楽であればSpotifyやApple
Musicなど、映像であればNetflixな
ど）、ショッピング・サイト（Amazonや楽
天など）を利用していると「あなたへのオス
スメの〇〇（動画、音楽、商品など）」をよ
く目にします。こうした「レコメンデーショ
ン」と呼ばれるサービスについて、受講生自
身の生活史を振り返り、どのような感
想を持ったか、こうしたレコメンデーショ
ンに対してどのような行動を取ったか、整
理しておく。

5時間

受講生自身の興味関心を基に、日常生活にお
いて、「いま何が流行っているのか」を知る
ためにどのような手段や情報を用いている
か、また、そこで知り得た流行に対してど
の程度の現実味を感じているのかについ
て、整理しておく。

5時間

YouTubeや各種サブスクリプション・サービ
ス（音楽であればSpotifyやApple Musicな
ど、映像であればNetflixなど）には、膨
大な数のコンテンツが公開されています。受
講生自身の生活史を振り返り、普段こうし
たサービスをどのように利用しているの
か、特に、どのように新しい作品、未知の作
品と「出会う」のか、整理しておく。

5時間

不特定多数の人々との繋がりや一体感を感じ
ることができる場やイベントについ
て調べ、受講生自身の考えをまとめておく。

5時間

4101
第12回

メディア社会の構想（4）音楽におけるメディア文化とライブ文
化

音楽をめぐる2つの文化、すなわちメディア文化とライブ文
化にスポットを当てて、歴史的な変遷と現状について考察する。
第13回

メディア社会の構想（5）音楽体験の未来
メディア文化とライブ文化が融合しつつある今日の音楽シーンに
ついて概観し、今後の展開について考えを巡らせる。

第14回

メディア論のまとめ
講義全体の要点をまとめ、期末試験について説明する。
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受講生自身の生活史を振り返り、メディ
ア（例えば、CDやDVD、テレビやラジオな
ど）を通じた音楽体験と、ライブ（文字
通りライブ、コンサート、イベント、クラ
ブ、ディスコなど）を通じた音楽体験、それ
ぞれの特徴や魅力について、整理しておく。

5時間

AR、VR、XRなど最新のメディア・テクノロ
ジーは、今日の音楽シーンにどのように活
用されているのか、調べておく。

5時間

これまでの復習を行う。特に、興味を持っ
た点、わかりにくかった点を明確にしてお
く。

5時間

4106
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

色彩論
室田泉、大村みな子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
私たちの身の回りにあるもの、見えるもすべてに「色彩」があります。アート、デザイン、またマンガやアニメ、ゲームなどに関わる創造
的な力を活かした道を歩む者にとっては、色彩の使い方次第で見え方や伝わり方に大きく影響することを知らなければなりません。ものづくり
をするうえで、なぜその「色彩」を使ったのかという根拠が説明でき、「色彩」がイメージや記号としてコミュニケーションに直接的に働きか
けることを考慮して、自らの作品づくり、将来の仕事上での配色センスを身につけるために様々な色彩理論を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

さまざまな色彩の効果を学習し、基礎知識と
して定着させる。

修得した色彩の知識を取り入れて、的確にイ
メージや情報が伝わる配色ができるようにな
る。また、色彩の効果について、専門的な用
語を用いて的確に説明することができる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

基本的な色彩理論、その発展について、ま
た、地域や歴史的背景により生じた色彩文
化について学ぶ。

現代の色彩理論が生まれるまでの流れを歴史
的、社会的背景と結びつけながら理解し、自
分自身の色彩感覚への影響を推論し、述べる
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

配色を考える際、修得した色彩の知識を生か
して、求められる情報伝達のための配色が提
案できる力を養う。

2 ．DP6.行動・実践

ミニテスト、レポート提出において十分な成
果をあげるため、学修を定着させる復
習を欠かさぬこと、レポート作成のため
のフィールドワークを実施することなどか
ら、行動・実践力を培う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・見学、フィールドワーク
・配色カードを使用した演習があります。
・レポート作成のために、屋外などで視認できる自然物の色彩を、絵の具を使用した混色で再現するフィールドワークがあります。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

復習プリントとその内容のテスト

： 毎回の授業内容をしっかり理解し、復習プリントに反映されたテストの正解が６割以上であるか。
50％

配色カードを使った演習

： 学んだ色彩効果を、配色カードで正しく色彩を選び、丁寧に貼られているかどうか。
10％

期末レポート
40％

： レポートの出題内容に対して誠実に向き合い、独自の視点で論じられているか。
14回の授業終了後に提出。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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＊入学時に購入した「新配色カード199b」を引き続き使用します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
後期授業が始まる前の夏季休暇中に4回分を集中講義として実施する。日程の確認に注意すること。色彩検定公式テキスト ３級編を中心に授
業では解説しながら、小テストと宿題を行います。授業開始時にテキストを必ず準備しておくこと。
また、授業中はテキストをまとめ直したパワーポイントを用いますが、特別な事情がない限り、クラスルームなどへのアプうはしません。しっ
かりと授業に出席し学んでください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

室田_東館2F、大村_南館3F研究室２

備考・注意事項： 質問は 室田murota@osaka-seikei.ac.jp、大村omura@osaka-seikei.ac.jp まで。授業名、学籍番号、氏名を必ず明記。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

色のはたらき～光と色
・色のはたらき・光と色・色はなぜみえるのか？

色の見え方、眼の仕組み、照
明と色の見え方の宿題プリント

5時間

第2回

光と色 ・混色
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・眼のしくみ

混色の宿題プリント

5時間

第3回

色の表示 ・色の分類と三属性
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・照明と色の見え方・混色・色の表示・色の分類と三属性
・様々な色表示の方法

PCCS(色相・明度・彩度)の宿題プリント

5時間

第4回

色の表示・PCCS
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・PCCS(色相・明度・彩度)

PCCSの宿題プリント

5時間

第5回

色彩心理
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・トーン・色彩心理・色の心理的効果

PCCS（トーン）、言葉による色表示プリント

5時間

第6回

色の視覚的効果
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・色の視覚的効果

色彩心理、色の心理的効果の宿題プリント

5時間

第7回

配色
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・色彩調和・配色の基本的な考え方
・色相から配色を考える ・トーンから配色を考える・配色の基
本的な考え方

色相とトーンから配色を考える宿題プリント

5時間

第8回

配色イメージ

色彩調和、色彩効果、色彩と生活の宿題プリ
ント

5時間

色彩効果 ファッションとインテリアの宿
題プリント

5時間

・宿題答え合わせと授業内容の復習
・色の三属性と配色イメージ
・ファッションと色彩
第9回

ファッションとインテリア
・宿題答え合わせと授業内容の復習
・ファッションとインテリア
それぞれの考え方と具体例

第10回

ミニテストとこれまでの振り返り
ミニテストの実施と答え合わせで、身についている知識と不足す
る知識を確かめ、復習につなげる。

ミニテストで間違った分野の復習

5時間

第11回

西洋における色彩文化の発展
現代の色彩論に繋がる西洋における色彩論と色彩文化につい
て学びます

参考文献を独自にリサーチ

5時間

第12回

日本における色彩文化の発展の復習
日本独自に発展していった色彩文化について学びます

日本における色彩文化の発展の復習

5時間

第13回

様々な表色系
マンセル・オストワルト・PCCS

マンセル・オストワルト表色系の復習

5時間

第14回

デジタルカラーとユニバーサルカラー
・デバイスによるカラースペースの違い
・デジタルカラーとHSBモード
・色のはたらき＿誘目性、視認性、、明視性と可読性、識別性
・視覚特性の多様性と色によるユニバーサルデザイン

これまでの振り返り

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

視覚文化論
加藤隆文
2～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
視覚文化論入門
現代社会では、絵画、彫刻、建築といった伝統的な「芸術」だけでなく、広告、映画、写真、テレビ、マンガなど、大量かつ多種多様な「視覚
的人工物」が私たちを取り巻いています。美的な経験は、いまや美術館という「美の殿堂」から溢れ出し、大衆消費社会の隅々にまで浸透して
いるのです。この授業では、視覚文化論という新しい研究の枠組の基本となる考え方を解説しつつ、普段なにげなく行っている「見る」とい
う行為を再検証し、そこに含まれる複雑な、社会的＝文化的な要因を多角的に明らかにしていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

視覚文化論の基礎概念の理解と応用

具体的な事象に即して視覚文化論の基礎概
念を理解し、説明することができる。ま
た、それぞれの関心に従い、実践に応用でき
る。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

視覚文化の歴史的理解

西洋近代を中心とする視覚文化の歴史の概
略を理解し、説明することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

近現代の視覚文化に幅広く関心を持ち、柔
軟な発想でそれを享受し、自らの発想や活
動に活かすことができる。

2 ．DP6.行動・実践

ヴィジュアル・リテラシーを身につけるため
の実践学修に積極的に参加し、生きた知
識の応用に主体的に取り組むことができる。

3 ．DP8.意思疎通

視覚文化論の基礎教養を身につけることによ
り、国際的に信頼されるコミュニケーショ
ン能力を獲得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の授業内課題
70％
試験（レポート）
30％

： 毎回の授業において課す課題（授業の内容に準拠した記述式：5％×14回＝70％）により、授
業の内容の理解度や能動的な学修態度などを評価する。
： 授業内容に基づくレポート課題を出す。授業内容を自分なりに消化して自分自身の実践に活かす態
度が身についているかどうかを評価する。最終回の授業終了後に提出。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『ヴィジュアル・カルチャー入門―美術史を超えるための方法論』ジョン・A・ウォーカー／サラ・チャップリン著・岸文和／井面信行／前川
修／青山勝／佐藤守弘訳（晃洋書房）2001年
その他、授業中に適宜指示する

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限

場所：

南館２階「情報デザイン研究室」

備考・注意事項： 授業内で指示するメールアドレスでも質問等を受け付ける。面談希望の場合は事前にメールでアポイントをとることが望まし
い。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション／視覚文化論とは
「自然」と対比される、人間が作りあげたものとしての「文
化」について語る言説には、
美術史、社会学、文化人類学など、様々な学問によるアプロー
チがあり、視覚文化論にはそれら全てが関わってくる。
本授業では、それぞれの特徴について理解することにより、視覚
文化論という学問領域についてその概略を把握する。

第2回

「見る」とはどういうことか
「見る」ということに含まれる生理的＝身体的プロセスと社会
的＝文化的プロセスの違いを理解する。
また、それぞれのプロセスがどのように視覚文化に関わってくる
のかを、具体例を通して理解する。

第3回

クリエイターと理論の関係
美学、芸術哲学、あるいは批評などの理論的言説とクリエイ
ターの活動は切っても切り離せない関係にある。
理論的言説と視覚文化の相互作用を理解し、今後の実践の中で理
論的言説と主体的に関わる自分自身の姿を具体的に考える。

第4回

視覚文化の生産・流通・消費
視覚文化は、生産・流通・消費といった人間の社会的活
動の中で様々な役割を果たしている。
これらの役割について体系的なイメージを掴み、社会の中の視覚
文化の働きを理解する。

第5回

様々な制度と視覚文化の関係
美術館、ギャラリー、アートマーケット、大学、政府、あるい
は、
古くは王宮による、現代では企業によるパトロネージュなど、視
覚文化の成立・発展の背景には常に制度との関わりがあった。
そうした具体例を見てゆき、今後自らが制度と関わりながら視覚
文化を創出してゆく将来像を掴む。

第6回

視覚文化における視線・眼差し
ひとくちに「見る」と言っても、様々な見方、あるいは見る態
度がある。
主に近現代の西洋の視覚文化から、窃視などの特異な「見る」態
度を含む事例を検討し、それぞれの特徴を理解する。

第7回

ヴィジュアル・リテラシーと視覚の詩学
「リテラシー」とは読解能力のことであるが、視覚文化に
も「読み解く」側面がある。
様々な種類の比喩などが視覚文化においてどのように実現されて
いるのかを具体例を通して理解し、視覚文化のリテラシーを高め
る。

第8回

視覚文化を分析する様々な方法
視覚文化を分析するためにこれまでに美術史や表象文化論におい
て確立されてきた様々な方法を理解する。
また、それらを自分でも適切に、実践において応用できるように
なる。

第9回

視覚文化における快楽
優れた視覚文化は快楽を伴うように思われるが、そうして得る快
楽は単なる生理的快楽よりも高尚なものであるという通念があ
る。
視覚文化によって得られる美的快楽にはどのようなものがあるの
か、あるいはありうるのかを、具体例を通して探究する。

第10回

規範について：どうやって価値づける？
この時間は、芸術作品をはじめとする視覚文化の評価の問題を検
討する。
「蓼食う虫も好き好き」という諺があるが、それでも実社会にお
いて批評という営為が成立しているからには、私たちは何かしら
の一般的基準が存在することを認め、それをある程度は受け入れ
ているはずだ。
実際の批評ないし評価の実践において用いられている基準を反省
的に検討し、それぞれの特徴や問題点について探究する。

第11回

新しいテクノロジー
高性能コンピュータやインターネット、そのほかの新しいテクノ
ロジーの特性を活かし、各種SNS等を介して、日々新たな視覚文
化が展開している。ここで立ち止まって考えてほしいのが、現
代に限らず、それぞれの時代ごとに「新しい」とされるテクノロ
ジーが登場し、それが人間の日常生活に欠かせないものとなって
きたことだ。今回の授業では、新しいテクノロジーが現れたとき
に人はどういう態度をとるのか、とるべきなのかを一般的に考
察し、未来の社会に備えたい。
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配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

配布プリントによる復習、次回の授
業で扱う配布テクストの予習

5時間

4111

第12回

現代の視覚文化論：基礎研究編
現代の視覚文化論の最前線で活躍する研究者の基礎研究を紹介す
る。今回の授業内容は、最終レポート執筆を意識して、各自参
考にしてほしい。

第13回

現代の視覚文化論：応用研究編
現代の視覚文化論の最前線で活躍する研究者の応用研究を紹介す
る。今回の授業内容は、最終レポート執筆を意識して、各自参
考にしてほしい。

第14回

授業全体の振り返りと最終課題のための実践指導
半期の授業全体を振り返ったうえで、最終レポートを充実したも
のにするために留意すべき事項、特に視覚文化批評の際に役立つ
いくつかの観点について指導する。
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授業内容の復習＋最終レポートに向けて授業
全体の総振り返り

5時間

授業内容の復習＋最終レポートに向けて授業
全体の総振り返り

5時間

授業全体の総復習と最終レポート執筆

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

広告論
熊倉一紗
2～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、主に日本における広告の歴史を追い、さらに広告をめぐる理論や社会的機能および役割について考察していきます。そうすること
で、実務的なマーケティングアプローチ、あるいはセールスプロモーションの技術論だけでは見えてこない広告の多様なあり方を探っていきま
す。広告表現が、時代ごとの社会的背景とあわせてどのように展開していったのかを知ることにより、今後の広告のあり方や社会の行く末を見
定め、また理論や役割、機能を考えることで私たちが生きる社会と広告との関係を多面的にとらえていくこと。日本における広告の歴史・文
化・理論に関する知識を幅広く習得し、きわめて身近な広告への理解を深めてもらうことが本講義の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

広告における歴史的な知識

日本における広告表現の歴史を社会的文化的
背景とともに理解することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

広告における理論的な知識

広告に関する理論や広告が果たす役割およ
び機能を理解することができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

過去の広告に関する文化的知識、現在の広
告に関する理論的知識を活かして制作・実
践することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内課題
70％
期末レポート
30％

： 授業時に,その回に関連する課題を出題し，それに対する意見や考えを提出してもらいます。授
業の理解度や論理的な記述，オリジナルな回答を評価します。
： 学期末に講義内容に関するレポート試験を行います。講義の理解度，適切な知識の習得を評価しま
す。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
博報堂DYメディアパートナーズ編『広告ビジネスに関わる人のメディアガイド2020』宣伝会議、2020年
佐藤達郎『「これからの広告」の教科書』かんき出版、2015年
戸練直木『わかる!!広告営業マニュアル』グラフィック社、2015年
波田浩之『この1冊ですべてわかる 広告の基本』日本実業出版社、2018年
岸志津江他『現代広告論 新版』有斐閣、2008年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館2F情報デザイン研究室
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備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には、タイトルのあとに氏名・学籍番号を記入してください。（例：広告論のレポートについて【氏名・学籍
番号】）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
講義の概要や流れ、評価方法を説明したあと、広告の定義や種
類、機能について学ぶ

第2回

明治・大正時代の広告
明治・大正時代における広告代理店の誕生と発展の様相、明治時
代の会社の広告活動について理解する

第3回

昭和初期の広告
大正末から昭和初期にかけて「商業美術」と呼ばれたモダンデザ
インの広告について学ぶ

第4回

戦争とプロパガンダ
戦争遂行のためのプロパガンダポスターの様相について考察する

第5回

高度経済成長期の広告
1950年代、60年代における新聞、ポスター、テレビ放送の各広
告の様相をたどり人々の生活に影響をもたらした広告表現につい
て理解を深める

第6回

バブル期の広告
1970年代と80年代の時代状況とともに、とくにセゾングループに
おけるブランディングについて考察する

第7回

情報化社会の広告
バブル崩壊以後1990年代から2000年代における時代状況とポス
ターやテレビCMにおける広告表現との関係を知る

第8回

インターネット時代の広告
インターネット広告の種類と展開についてソーシャル・メディ
アの普及による広告のあり方を学ぶ

第9回

広告ビジネスと制作の現場
広告会社の役割と機能および広告表現の制作プロセスについて理
解する

第10回

広告メディアの実際
広告媒体の基本と個別のメディア特性について学ぶ

第11回

ブランドと広告
ブランドの概念やブランドを構成する要素や機能、ブランド構
築のための様々な戦略について理解する

第12回

グローバル広告の展開
グローバルな企業が行うマーケティングおよび広告の特徴につい
ての理解を深める

第13回

コミュニケーションとしての広告
イベントとスポンサーシップやブランデッド・エンタテインメン
トについて知る

第14回

現在の広告をめぐる状況
現在の広告を取り巻く規制の意義や状況を確認し、これまでの講
義のまとめを行う
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配布資料を用いて、広告の概念や機能につい
て復習する

5時間

配布資料を用いて、明治・大正時代におけ
る広告代理店の活動実態および煙草・薬品各
業種における広告活動を復習する

5時間

配布資料を用いて、昭和初期の時代状況およ
びモダンデザインによる広告展開について復
習する

5時間

配布資料を用いて、世論およびプロパガン
ダの定義、プロパガンダポスターの特徴につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、50年代～60年代におけ
る広告表現の特徴と時代状況との関係性につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、70年代～80年代におけ
るアートディレクターやコピーライターの活
躍とその広告表現の特徴について復習する

5時間

配布資料を用いて、1990年代から2000年代に
おける時代状況とポスターやテレビCMにおけ
る広告表現との関係について復習する

5時間

配布資料を用いて、YouTubeをはじめソーシャ
ル・メディアの普及による広告のあり方につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、広告ビジネスの実際およ
び現在の広告表現の意義について復習する

5時間

配布資料を用いて、広告媒体の特性と広告規
制の実際について復習する

5時間

配布資料を用いて、マーケティングにおけ
る広告活動やブランド構築のための戦略につ
いて復習する

5時間

配布資料を用いて、企業やマーケティン
グのグローバル化、グローバル広告におけ
る表現の戦略について復習する

5時間

配布資料を用いて、様々なイベントと企業と
の関係やブランデッド・エンタテインメン
トの手法について復習する

5時間

配布資料を用いて、広告法規や規制につい
て復習する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

アートマネージメント論
松尾惠
2～4年

開講時期

前期集中

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

現代美術のギャラリー運営と並行して、京都市の文化芸術振興事業にも長らく関わっている。現在、京都芸
術センター指定管理者：公益財団法人京都市芸術文化協会理事を務め、伝統芸術から現代までの芸術活動の情
報収集や財団運営に関わる。芸術環境整備として、空間デザイナー、建築家、舞台芸術関係者などととも

授業概要
アートマネジメントとは、作品というモノだけを扱うのではなく、生きているアーティストと今の社会、すなわち人と人・表現と表現をつな
ぐ仕事です。アートマネジメントは、アーティストの思考や言語を翻訳し、実現させる作業ともいえます。アートは、災害や経済不況の中で
も、人が人らしく暮らしていくために必要な行為や行動です。表現者やそれを見守る人として、アートの豊かさや重要性を学びながら、アー
トを社会へ伝え、作る立場・観る立場・送り届ける立場のそれぞれとして、アートが社会で機能する方法を考えましょう。また、アートを伝え
るメディアである「展覧会」はどのようにつくられているのか、数々の裏方の仕事について学び、アート活動や地域の芸術祭において役立てる
ことを考えましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

多様性を重んじ、持続可能をめざす社会にお
いて、芸術活動や芸術家が社会と協働してい
る事例を学ぶ。

現代の芸術活動を幅広く柔軟にとらえ、理
解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

芸術祭や種々のアートイベントの現場に参
加するための知識やコミュニケーションのテ
クニックなどを学ぶ。

鑑賞体験や芸術家・芸術活動の様相を伝える
ための「翻訳作業」すなわち記述や会話のテ
クニックを学ぶ。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

鑑賞体験から、多文化の歴史や文化へと想
像を働かせるようにする。

2 ．DP5.計画・立案力

芸術と社会の協働に関する新たな手
法を考え出す。

3 ．DP6.行動・実践

多様な表現に興味を持つとともに、他者理
解へとつながる行動を取れるようになる。
（発展的には、ボランティアやインターンな
どとして、芸術祭やイベントへの参加に挑
戦する気概を持つ。）

4 ．DP9.役割理解・連携行動

実践の現場において、自分を活かす。

学外連携学修
有り

(連携先：横尾忠則現代美術館)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
できるだけ学生との意見交換や対話を試み、その中から新たな課題を共有できるように努めます。

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み

： 授業内容への関心度。熱心に聞き、講師の質問や課題提案に反応できるかどうか。
30％

授業中の課題への取り組み、小レポー ： 授業内の発言やプレゼンテーション、複数回の小レポートでの考察内容や創造性。
ト
30％
期末レポート試験（課題未定）

： 授業の理解度、関心度、今後の考察や創造の発展性
40％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
１・「現代アート事典 モダンからコンテンポラリーまで……世界と日本の現代美術用語集」
美術手帖編集部 (著, 編集)
２・"HOW TO SURVIVE AS AN ARTIST~SELLING YOURSELF WITHOUT SELLING YOUR SOUL~" 7th.Edition/CAROLL MICHELS(ALLWORTH PRESS,NEW
YORK) ＊Kindle版

履修上の注意・備考・メッセージ
講義では、アートを＜観て＞＜考える＞が身につくよう、随時、アートイベントや展覧会の情報をお伝えしますので、可能なかぎり、個人で
も、さまざまな美術作品、表現などを鑑賞しておいてください。してください。また、授業では、アート活動を支える多様なアートマネジメン
トの専門職を紹介しますが、鑑賞した美術作品や表現、アートイベントなどをつうじて、アート活動が社会とどのように協働し、どのよう
な人々に支えられているか、想像したり観察するよう心がけておいてください。
期末レポート試験に向けて、段階的に小レポート課題を出します。アートを理解したり、人に伝える言葉が記述できるよう、書籍やインター
ネット等でも、アートにまつわる文章や、人の言葉などに触れておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

指定しない

場所：

指定しない

備考・注意事項： 初回授業時にアナウンスします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

はじめに：アートマネジメントとは？
・アートマネジメントの概要紹介、用語説明
・＜アート＞と＜芸術＞という言葉について事例紹介、意見交換
・授業を進める上での希望やアイデアを話し合いましょう。

第2回

アート活動とアートマネジメントの関係
・アートマネジメントの仕事や作業について
・アート活動が社会活動である例
・アートマネジャーなど種々の呼称の紹介
・身近なアートにおけるアートマネジメント例

第3回

社会におけるアーティストの役割
・プロのアーティストとはどういう人々でしょう。
・多様なアーティスト（表現者）について～近代・現代～
・関西拠点のアーティストの紹介
・社会におけるアーティストの働きについて
・アーティストを支える具体例

第4回

アートの現場とは？
・社会のどこで、いつアート活動がされているでしょうか。
・アートが鑑賞できる場所・機会を知りましょう。
・ギャラリー、美術館、その他の展示施設の紹介

第5回

アートの現場を探訪する：美術館訪問①
実際に美術館を訪ねる予定ですが、履修人数や社会状況によっ
て不可能な場合は、学内授業に変更し、美術館発信の動画など
を通じて＜美術館＞＜展覧会＞を体験します。
・アーティストトーク
・学芸員トーク
なども鑑賞します。

スポーツや芸能におけるマネジメントと比
較し、アートマネジメントの社会的意義を考
察する

5時間

自身が＜アート＞と感じる出来事や事
物を探る

5時間

影響を受けたり好きなアーティストについ
て、さらに情報を収集する

5時間

これまでのアート＜鑑賞＞体
験を振り返り、記録する

5時間

アーティストの作品と言葉の関係について考
察する

5時間

アートのポータルサイト等を活用し、ギャラ
リー情報を得る

5時間

＊美術館を訪ねる場合は、授業５回～７回とし、展覧会鑑賞、学
芸員解説を聞くなどの予定です。
第6回

アートの現場を探訪する：美術館訪問②
美術館訪問が不可の場合は、映像を用いて大阪や京都のギャラ
リー巡りをします。
・ギャラリーとはどういう施設を指し、どういう社会的機能があ
るでしょうか？
・ギャリストの仕事、どういうアーティストがギャラリーを活
用しているでしょうか。
・アーティストやさまざまな形態のギャラリー活動を紹介しま
す。
＊美術館を訪ねる場合は、授業５回～７回とし、展覧会鑑賞、学
芸員解説を聞くなどの予定です。。

第7回

アートの現場を考察する：美術館訪問③
美術館訪問が不可の場合は、映像を用いて以下を紹介します。
・美術館には、ミュージアムショップや、子供向けのワーク
ショップルームなどがあります。海外の美術館では、運営に欠か
せないのがミュージアムショップや、観客へのサービスプログラ
ムです（ミュージアムショップ、ガイド、ワークショップな
ど）。それらの特徴的な品揃えやプログラムを紹介します。
・チラシやSNSやその他、国内の美術館では、集客や観客定着に
どのような工夫をしているか、事例を紹介します。

美術館に期待することについて考える

5時間

第8回

身近なアート体験

同世代のアートを探る（実空間での鑑賞、イ
ンターネットやSNSの活用など）

5時間

2022年～2023年開催の芸術祭情報を得る

5時間

・アート作品とは、どこで、どうやって出会えるでしょうか？
・作品を販売する・購入するとは？
・アートフェア、芸術祭などの紹介
第9回

国内外の芸術祭を知る
・映像やウェブサイトをつうじて、国内外各地で開催される大規
模芸術祭を知る
・芸術祭をめぐるコツや楽しみ、アートツーリズムについて
・地域とアートの関係、文化政策について
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第10回

アートマネジメントに関わる方法①
・身近な小規模ギャラリーにおける展覧会の＜つくりかた＞（企
画、アーティストとの関係づくり、作品の扱い方、広報、展示方
法など）
・ギャラリスト、アーティスト、鑑賞者の関係づくりについて
・広報物の記載内容を理解する

いろいろな展覧会やアートイベントの広報
物（チラシ、フライヤー、ポス
ター等）を集める

5時間

第11回

アートマネジメントに関わる方法②
・展覧会を企画するとは？
・アーティストを支える人、制度、助成金などについて

興味のある展覧会について情報を集める

5時間

第12回

アートマネジメントに関わる方法③

作品を解説する方法を考える（作者とし
て、鑑賞者として、紹介者として）

5時間

オンライン展、アーティストの動画配信につ
いて情報を収集する

5時間

社会でのアートの可能性を考察し、アート支
援事例を調べる

5時間

・ボランティアやインターンなどの役割
・アーティストと鑑賞者、鑑賞者と作品をつなぐさまざまな専門
職の紹介
第13回

アーティストとアートマネジャーをつなぐ
・アーティストをどうやって探すのでしょうか
・アーティストはどうやってアートマネジャーと出会うのでしょ
うか？
・プレゼンの方法、記録の方法、ポートフォリオの作りか
た・アーティストステイトメントについて
・オンラインシンポジウムやトーク、VRによる美術館バーチャ
ル体験、バーチャル展覧会など、新しい鑑賞スタイルについて

第14回

アートマネジメントの意義と将来これから
・これからの社会おけるアートの社会的意義
・多様な表現を伝える方法
・資金調達について
・芸術活動の支援制度について、コロナ禍＜前＞＜後＞の支援制
度の変遷
＊期末レポート試験の課題を出題します（紙媒体での提
出か、google ドキュメントなど、提出方法についてもアナウン
スします）
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321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

アートマネージメント論
辰巳清
2～4年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

株式会社アミューズにてコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など5000以上の公演を演出・プロデュー
ス。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っ
ている。

授業概要
アートマネジメントは1990年代に日本に導入された比較的新しい分野の学問です。この授業では、まず教員自らが参画してきた著名アーティス
トのコンサートや国内外の美術展を題材としてアートマネジメントの基礎的な知識を修得します。更に身につけた知識を土台としたグループ
ワークによって、社会で求められる芸術力の要素である「目利き力」と「伝達力」を養います。芸術の表現メディアが爆発的に多様化する現
代のアートマネジメントに不可欠な、さまざまな芸術分野を横断的な視点で捉える能力の修得が授業の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会におけるアートマネジメントの役割につ
いて自分の考えを述べられる。

アートマネジメントに関する基礎的な知
識を修得できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自分の嗜好、志向、思考を分析して言語化で
きる。

美術、音楽、演劇、映像など多様な芸術領
域を横断的に捉えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

まだ価値付けられていない芸術の可能性を発
見できる。

2 ．DP8.意思疎通

発見した物事の魅力を伝え周囲の共感を呼べ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
： 提案内容が相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。また、発表におけ
る各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、それ
を評価する。
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
①公益社団法人全国公立文化施設協会『アートマネジメント ハンドブック アートマネジメントの基礎と実践研究』公益社団法人全国公立文
化施設協会 2012年
②公益社団法人全国公立文化施設協会『アートマネジメント ハンドブック２ アートマネジメントの基礎と実践研究』公益社団法人全国公立
文化施設協会 2013年
③公益社団法人全国公立文化施設協会『ファンドレイジング ハンドブック』公益社団法人全国公立文化施設協会 2016年
＊以上①～③は公益社団法人全国公立文化施設協会ウェブサイトから無料ダウンロード可。
https://www.zenkoubun.jp/publication/handbook.html
④社団法人日本クラシック音楽事業協会『クラシック・コンサート制作の基礎知識』ヤマハ・ミュージック・メディア 2013年
⑤松本茂章編『はじまりのアートマネジメント』水曜社 2021年
⑥長谷川祐子『女の子のための現代アート入門 MOTコレクションを中心に』淡交社 2010年
⑦吉井仁実『＜問い＞から始めるアート思考』光文社 2021年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、その回の授業の内
容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業1回目に周知する

場所：

授業1回目に周知する

備考・注意事項： 授業時間外で相談・質問を行う場合、事前に電子メール等で連絡してください（メールアドレスも初回授業でお示ししま
す）。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

アートマネジメントとは
この授業での学びと養われる力を把握する

第2回

舞台芸術と芸術環境
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、社会経済ととも
に変化するコンサートについて20世紀から現在までを中心に概
観する

第3回

舞台芸術の企画制作
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、コンサートの企画
立案から公演終了までの業務の流れを理解する

第4回

舞台芸術の宣伝、マーケティング
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、演奏者と聴衆をつ
なぐ宣伝と、顧客満足度を最大化するマーケティングを学ぶ

第5回

舞台芸術に関わる人と組織
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、アーティストマネ
ジメント、コンサート企画プロデューサー、オーケストラの運
営に関する業務を知る

参考図書①②を精読して授業内容への質
問を考えてくる

5時間

授業内で配布する資料(参考図書④第1部)を精
読してくる

5時間

授業内で配布する資料(参考図
書④第2部1，2，3，6章)を精読してくる

5時間

授業内で配布する資料(参考図
書④第2部4,5章)を精読してくる

5時間

授業内で配布する資料(参考図
書④第3部1,2,3章)を精読してくる

5時間

第6回

ファンドレイジング
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、国や地方公共団
体、並びに企業メセナ等の芸術活動支援について理解する

参考図書③を精読してくる

5時間

第7回

目利き力を養う①埋もれている芸術を見つける

身の回りの物事の中から「違和感」を感じ
た物や情景を4つ選び写真に撮りプリントアウ
トした上で各100文字程度の説明文をつけて画
用紙1枚にまとめて持ってくる

5時間

身の回りの物事から「美しい」と感じ
た物や情景を4つ選び最適な表現手法を用い
て画用紙1枚にまとめて持ってくる

5時間

グループワークの結果をもとに表現を改善し
てくる

5時間

グループメンバーの表現に対する200文字程
度のレビューを2つ以上書いてくる

5時間

プレゼンテーションに向けて自分の課題を指
定のフォーマットにまとめる

5時間

プレゼンテーションに向けてグループの課
題を指定のフォーマットにまとめる

5時間

グループワーク「授業外学修の相互評価」で、様々な芸術領
域を横断する多様な視点を獲得する
第8回

目利き力を養う②自分の「好き」を知る
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、自分とグループメ
ンバーの志向、嗜好、思考の傾向を理解する

第9回

伝達力を養う①インパクト、コンセプト、レイヤー
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、よりよく伝わる表
現方法を考察する

第10回

伝達力を養う②レビューする習慣をつける
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、評価を他者に還
元する実践力を身につける

第11回

プレゼンテーション準備①個人発表フォーマット作成
グループワーク「授業外学修の相互評価」で、グループの意見を
まとめる協働力を身につける

第12回

プレゼンテーション準備②グループ発表フォーマット
グループワーク「グループ発表動画制作」で、チームの中で貢
献する力について学ぶ

第13回

プレゼンテーション
10分以内の動画によりグループ発表を行う

プレゼンテーションの準備

5時間

第14回

学修到達目標調査

授業全体を振り返り、学修した様々な知識に
ついて復習し、感想を含めたレポートを書い
てくる

5時間

教員から各グループへのフィードバックを行い、最終の学修達成
度の確認を行う
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322

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

デザインマネージメント論
山下麻子
2～4年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

設計事務所にて家具デザインやインテリアデザインを担当しており、顧客のニーズやデザインに求められるこ
とと常に関わる仕事をしている。（全15回）

授業概要
デザインとは製品の色や形を決定するだけではありません。「デザインマネージメント」の目的とは、「デザイン」を新たな能力として組織
的に活用できるよう、経営戦略としてデザイン戦略を立案、実行し成功に導く点にあります。近年、企業と市場や社会との関わりにデザイ
ンが活用される等、デザインマネージメントの担う領域は拡張し、社会で大きな注目を集めている職能です。
本授業では世界の建築、デザインの実例の紹介をとおして、「デザインマネージメント」という職能について論じる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デザインマネジメントが必要とされる現場

世界のデザイン成功事例を取り上げなが
ら、デザインマネジメントに関する自
身の考えを述べることが出来る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

デザインマネジメントの運用能力

建築、インテリア、プロダクト、テキスタイ
ルなど学科の分野を問わず、デザインの「創
造的能力」「分析力」を実社会の場面で有
効に生かすことが出来る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

世界各地における歴史的背景、情勢を理解し
ながら、デザイン事例について読み解き分
析することが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
毎回授業毎に提出する「講義ノート」と「期末レポート」によって評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義ノート

： 毎回の授業内容を踏まえた記述が出来ているかについて評価する。
60％

レポート試験
40％

： 指定の書式に添って独自の視点からデザインマネジメントにおける社会的役割に関する考えを述べ
ているかを、評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、毎回授業ごとに提出する「講義ノート」の内容が評価に大きく関わる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

金曜5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 連絡をとりたい場合はEメールにて(アドレス：asako@geneto.net)。Eメールには 氏名と学籍番号を必ず入れること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
イン

デザインの仕事の領域／インテリアデザ

具体例をスライド紹介。マンション、住宅、公共空間
デザインの仕事の領域の広さを学ぶ。
第2回

他。

デザインマネジメントの必要性
デザインマネジメントの必要性について歴史を追って解説。
普段の生活の中でデザインの仕事がなされているものを意識
的に探す。

第3回

北欧編

ヘルシンキ

アルヴァーアールトの作品

自邸、スタジオ、レストラン、書店、家具、プロダクトなど
多岐にわたる作品をスライドで紹介。
第4回

北欧編

ストックホルム グンナールアスプルンドの建築

アスプルンドの図書館、墓地など暮らしに溶け込むデザイン要
素を解説。
現地を取材した内容をスライドで紹介。
第5回

フランス編 ル・コルビジェの建築
ユニテ・ダビタシオン邸、サヴォア邸を取材した内容をスライ
ドで紹介。
近代建築の５原則がどのように実現されているか解説する。

第6回

スウェーデンのモダニズムデザインの背景
手工業製品の制作に優れていたスウェーデンが歩んで来た
ものづくりの変遷を解説する。

第7回

スウェーデンのモダニズムデザインの事例

ヨセフ・フランク、スティグ・リンドベリ、ヴィルヘルム・コー
ゲら建築家がデザインした
テキスタイルやプロダクトをスライドで紹介
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。
第8回

日本における民芸運動

柳宗悦や河井寛次郎、浜田庄司が提唱した民芸運動について解
説。
民芸品に必要とされた要素とは何かを掘り下げる。そこからアノ
ニマスデザインについても解説。
第9回

ミッドセンチュリーモダン
ジョージネルソン/ チャール
ズ&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;レ
イイームスなど、
アメリカの近代デザインをスライドで紹介

第10回

無印良品の戦略

今や世界規模で展開する無印良品が何故ここまで受け入れられた
のか、
ブランド戦略やコンセプトを解説する。
第11回

サムスンのデザイン戦略
1990年代初頭から10年の間に急激な改革を遂げたサムスンの企業
文化やデザインに関する取り組みを解説。

第12回

Googleのマテリアルデザイン

Googleが提唱するマテリアルデザインについて解説。何を目
的に考えられ、有効的なのかをマテリアルデザインが誕生するま
での歴史を元に解説。
第13回

UXデザインの重要性
各企業（DeNA、コカコーラ、LINE、クックパッ
ド）が取り組むユーザーエクスペリエンスについて解説しなが
ら、現代においてUXデザインによって如何に他者との差別
化を計ることの重要性を解く。
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講義ノート：普段の生活の中でデザインの仕
事がなされているもの2点選び、どのようなデ
ザインがされているか記述する。

5時間

好きなブランドを１つ選び、そのブランドに
おける広告がどのようなデザインで取り組ま
れているのか記述する。

5時間

講義ノート：何故アールトがフィンラン
ドの国民的建築家にまでなったのか、作
品を通して自分の見解を記述する。

5時間

講義ノート：スウェーデンにおける事例紹
介を元に、暮らしに溶け込むデザイン要
素の特徴を記述する。

5時間

講義ノート：サヴォア邸かユニテ・ダビタシ
オンのどちらかを選び、その魅力について自
分の見解を記述してくる。

5時間

講義ノート：手工業の意義、価値について記
述する。

5時間

講義ノート：ヨセフ・フランク、スティ
グ・リンドベリ、ヴィルヘルム・コーゲのい
ずれかの作品を２点選び、作品に対する自
分の見解を記述する。

5時間

スウェーデンの手工業の背景との違いは無い
か、民芸品の魅力とは何か振り返る。講
義ノート：民芸品の魅力とは何か記述す
る。身の回りにあるアノニマス・デザイ
ンを2点見つけ出す。

5時間

講義ノート：ミッドセンチュリーの作
品を２点選び記述する。

5時間

講義ノート：自分が持っている無印良品の商
品について、なぜそれを使っているのか理
由を記述する。持っていない場合はどの商
品なら購入するか理由を記述する。

5時間

講義ノート：オリジナリティがあると感じ
る企業を1社選ぶ。どういったところにオリジ
ナリティを感じるのか記述する。

5時間

講義ノート：デザインとは時代や社会に合わ
せて常に変化していくものであるが、 自分に
とって変化して欲しくないものを１点見つ
け出す。 何故変化して欲しくないのか理
由を記述する。

5時間

UX(=ユーザーエクスペリエンス＝顧客体
験)をデザインするために大切な要
素は何か、自分の意見を論じなさい。

5時間

4126
第14回

総括
これまでの授業内容を振り返り、いかにデザインが社会の中で付
加価値を高める役割を担っているか再確認する。
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これまでの授業内容を振り返り、レポート試
験に向けて備える。

5時間

4131
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ファッションデザイン史

授業科目名

室田泉

担当教員名

1年～4年

学年・コース等

開講時期

前期

2

単位数

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
【テーマ】ファッションの歴史
ヨーロッパを中心とする古代から20世紀までのファッションの流れを理解する。20世紀については日本やアメリカをふくめ、さまざまなファッ
ション・スタイル、デザイナーをポップ・ミュージックの登場と歴史に合わせ、社会や経済、大衆文化などとの関連を理解する。
ファッションの歴史とポップ・ミュージックの歴史を重ねて学び、時代背景を認識し、今後の流行を予測できる力を養う。
ファッションそのものの歴史だけでなく、古代から現代のファッション概論のニュアンスも含む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

西洋のファッションの歴史について理
解し、時代背景とともにデザイナーたちの作
品について知識を得る。

歴史上の衣装様式を年代ごとに思い浮かべる
ことができる。現代の主要なデザイナーの作
品が識別できる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

ファッションの歴史とともに世相や音楽の登
場、地域の違いを知識として得る。

時系列に音楽とファッションの関係性を識
別できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

授業でとりあげたファッションから発
想を得て、独自のデザイン画を毎回提出す
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
見学レポートの提出が無い場合は不可とする。
授業内課題は全て授業冒頭に提出すること。毎回数名に仕上げてきたデザイン画についてプレゼンテーションをしてもらう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
80％
期末レポート
20％

： 毎回の授業で紹介したファッションから、デザインソースとするものを選び、そこから発想や引
用をして制作した独自のファッション・デザイン画、レポート作成の内容の独創性と完成度。
： ファッション美術館（予定）の見学レポートが、指示した内容になっており、丁寧に観察分析して
いるか。デザイン画が展示衣装と有功に関連づけられ、独自性があるか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
深井晃子監修

2002『京都服飾文化研究財団コレクション ファッション

18世紀から現代まで』TASCHEN

GmbH

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
毎週の授業内容から発想するテザイン画の提出が必須です。オリジナリティと実現性のあるデザインを求めます。授業冒頭で数名ずつプレゼ
ンをしてもらいます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日4限
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4131

場所：

南館３F第2研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション ファッションと音楽の始源
人類の祖先はサルである。サルは衣服を着たり、化粧をしたりは
しない。なぜ、またいつ頃、ヒトは、化粧や、入れ墨、あるい
はヘアスタイルをつくったりして、「装う」文化をもつように
なったのか。しかもヒトが「装う」やり方は、快適ではなかった
ら、別の文化や別の時代からみると奇妙だったりする。
「装う」意味とはなにか。
また、絵画や音楽はどのように始まったのか、起源は何かなど
を探ってみる。

第2回

ヨーロッパのファッション

古代ギリシア・ローマ

古代ギリシアの衣服は、大きく内衣と外衣とに分けられ
る。最も標準的な内衣はキトン(chiton)であり、外衣はキト
ンの上に着るヒマティオン(himation)である。いずれも四
角い布を、体に巻き付ける形式の衣装である。やが
て、肩や脇を縫い合わせる形式が登場する。これは、ラテ
ン語でトゥニカとよばれた。現在のチュニックにつながる言葉で
ある。
当時、音楽はどういった時に使われていたのか、民衆の間で流
行はあったのかを探る。
第3回

ヨーロッパのファッション

中世

ギリシアやローマ時代は、男女ともにスポーツをするときは裸で
あるなど、肌を露出することにさほど大きな抵抗はなかた。しか
し、キリスト教が広まってからは、衣服を着ること
は、体を覆い隠す目的が大きくなった。キリスト教は裸をきら
う傾向にある。
ビザンティンから、ロマネスク、ゴシック期の衣装をとりあげ
る。
第4回

ヨーロッパのファッション

ルネサンス時代のファッション

ルネサンス時代の衣装、とくに上流階層の男性の衣装に
は、他の時代にはみられない特徴がある。その要素は、大きなラ
フ襟、膨らました肩、カボチャパンツとストッキング、コッド
ピース、スラッシングなどである。
第5回

ヨーロッパのファッション

バロック時代のファッション

フランスの王宮を中心とする17世紀の衣装の特徴。
17世紀に入ると女性の下半身は車輪状のファーティンゲールに
よって作り出される形を強調したデザインとなる。。装飾
的なV字型のパネルの”ストマッカー”も着用。ストマッ
カーはドレスと一体化しているものや別になっているものがあっ
た。儀式のときは未婚の女性は前の開いた扇形の襞襟をつけてい
た。このころ初めて靴が裾から見えるようになった。
男性はカールしたロングヘアが流行し、同様のカツラの流行へと
つながっていった。
第6回

ロココ時代のファッション

1

フランスの王朝を中心に発展した女性の衣装の特徴。エリザベ
ス朝にくらべると、女性の衣装はフリルやリボンを多用し、よ
りソフトな印象である。スカートをよこに大きく張り出した宮
廷の衣装は、この時期独特のデザインである。
第7回

ロココ時代のファッション

２

マリーアントワネットのファッション。オーストリアからフラン
スに嫁ぎ、ルイ16世の妃となったマリーアントワネットは、時
代のファッションリーダーであった。とくに、大き
く高く盛り上げ、さまざまな飾りをつけるヘアスタイルは、ロコ
コの宮廷ファッションを特徴づけている。
第8回

フランス革命後のファッション

エンパイア・スタイル

コットンのウェストを締め付けない柱状シルエットのドレ
スや、男性の長ズボンの普及など。18世紀末のフランス革
命の後、王族貴族たちの豪奢なファッションは、用いられなくな
る。絹織物など豪奢な染織にかわり、薄い木綿が、古代ギリシ
アのキトンに似たシルエットで仕立てられた。しかし、寒いヨー
ロッパの石の住居では防寒も必要で、カシミア産のストールも流
行した。
第9回

ロマンチック・スタイル、 ビクトリアン・スタイル
19世紀前半には、女性のウエストラインは、エンパイアスタイ
ルのハイウエストから、通常野市にもどり、再びコルセッ
トを締め、ウエストの細さを強調するスタイルになった。ウエス
トの細さを強調するために、そでを大きく膨らませたスタイ
ルが登場する。

第10回

19世紀中期、後期のファッション。
19世紀にはスカートを極端に全方向に張り出させたクリノリ
ンと、次いで後だけを膨らませたバッスルすたいるが流行する。

第11回

19世紀末

アール・ヌーボーとファッション

19世紀末のアールヌーボー時代には、極端に細いウエス
トと、張り出したバストとヒップでつくられるS字型のシルエッ
トが美しいとされた。
第12回

コルセットからの解放
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授業でとりあげた「装身」を発想源としてオ
リジナルデザイン画を作成する

5時間

古代ギリシア・ローマの衣装をもとにオリジ
ナルデザイン画を作成する

5時間

ロマネスク、ゴシック時代の衣装をもとにオ
リジナルデザイン画を作成する

5時間

ルネサンスの衣装をもとにオリジナルデザイ
ン画を作成する

5時間

バロックの衣装をもとにオリジナルデザイ
ン画を作成する

5時間

ロココの衣装をもとにオリジナルデザイ
ン画を作成する

5時間

マリーアントワネットの衣装をもとにオリジ
ナルデザイン画を作成する

5時間

エンパイアスタイル時代の衣装をもとにオリ
ジナルデザイン画を作成する

5時間

19世紀前半の衣装をもとにオリジナルデザイ
ン画を作成する

5時間

19世紀中頃の衣装をもとにオリジナルデザイ
ン画を作成する

5時間

19世紀末の衣装を発想源としてオリジナルデ
ザイン画を作成する

5時間

ポール・ポワレなどの衣装を発想源としてオ
リジナルデザイン画を作成する

5時間

4131
20世紀初頭にパリにメゾンを開いたデザイナー、ポール・ポワ
レはウエストを締め付けないシルエットのドレスを発表。ま
た、イタリアで活躍したデザイナー マリアーノ・フォルチュ
ニーは、ウエストを締め付けずないシルエットの、絹のプリー
ツどれすを発表した。
第13回

20世紀のファッション・デザイナーたち
20世紀前半に登場したシャネルやスキャパレリ、戦後に活躍し
たディオールやサンローランから 日本を含む20世紀末まで
のファッション・デザイナー、スタイルを概観する。

第14回

21世紀のデザイナーたち
現在活躍しているデザイナー、先端的ファッションブランドをと
りあげ、今のファッション界の動向について概観する。
1４回のうち1コマ分の授業を神戸ファッション美術館で実施す
る。日時は４月に発表する。授業内でみた20世紀にいた
る様々なデザイナー作品の実物と、民族衣装資料と染色資料を現
地で解説する。
（神戸ファッション美術館の展覧会計画によっては、国立民族学
博物館に変更する。）
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20世紀のデザイナーらの作品をもとにオリジ
ナルデザイン画を作成する

5時間

現代のデザイナーまたはブランドをひと
つ選び、そのコレクションのためのオリジナ
ルデザイン画を作成する。

5時間

4164

321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形初動演習【IA】
津田やよい、阪本結
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

津田：画家として活動のほか、企業での画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。
（全14回）
阪本：画家として活動のほか、アートと福祉、社会をつなぐ展覧会などの企画・運営に携わる。（全14回）

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し習得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを習得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行いま
す。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなう
こと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出
20％
色彩課題提出作品
20％
プレゼンテーション

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
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4164
10％
受講態度
40％
学習到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：特に指定はないが、必要に応じて提示する。個々のプログラムでプリントを配布し授業を行なう。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間以上の授業外学修が求め
られます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品
を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間の前後

場所：

美術研究室（津田）／南館３階研究室（阪本）

備考・注意事項： 授業時間内でおもに質問に答えるが、授業時間外ではGoogleクラスルームを通して課題への質問に答える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習①画材の使い方、デッサンの基礎
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。これまでの経験してき
た鉛筆での描画からより上を目指すための運筆方法、用具につい
て説明する。

デッサンについての復習

6時間

第2回

デッサン演習②形の取り方、パースの理解
モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、四角形の立体感を正確に表現する方法を学習する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第3回

デッサン演習③２つの異なる質感の表現
H系の硬い鉛筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質感
表現を学ぶ。この授業では実際に鉛筆の硬度の違いを理解するた
め、トーン表を作成し、質感表現の幅を広げることにより、描写
力の向上を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第4回

デッサン演習④空間の表現
2点～3点のモチーフを用いて、遠近をつけた表現を学ぶ。鉛
筆の使い分け、タッチの使い分けにより遠近感を表現する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第5回

デッサン演習⑤様々な形態と質感の表現
3点モチーフのデッサンを行い、四角形のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、硬質・軟質の描き分け、空間描写を用い
た総合的な表現を身につける。

作品を完成させ提出する。

6時間

第6回

デッサン演習⑥細密描写 【人体】手のデッサン
これまで習得した技術をもとに、モチーフの細密描写を行う。正
確に緻密に観察し、どこまで実物に迫れるかにチャレンジする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第7回

デッサン演習⑦細密描写 【人体】自画像の展開
自画像の鉛筆デッサンを白地と有色地で実地していく。
自分の顔を描いていくにあたり、美術解剖学を用いて、人
間の顔の比率などを分析してから、画用紙に鉛筆デッサンを実
地していく。

作品を完成させ提出する。

6時間

第8回

色彩演習①グリザイユ技法をもちいた自画像の展開
前回の自画像デッサンを踏まえ、有色地に鉛筆と、白色鉛
筆を用いて自画像をデッサンしていく。
これまで紙の白を基準に黒の調子の幅で描いてきたデッサンを有
色地で展開することで、単色明暗で描く立体感について理解をひ
ろげる。この授業回では、これまでの課題について、中間学修到
達度の確認とフィードバックを行う。

作品を完成させ提出する。

6時間

第9回

色彩演習②画材の使い方、色彩の基礎 色相の理解
アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベタ塗りの方
法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身につける。3属
性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果的な色
彩の配置を学ぶ。アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベ
タ塗りの方法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身に
つける。

作品を完成させ提出する。

6時間

第10回

色彩演習③明度の理解
3属性のうち明度について理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第11回

色彩演習④彩度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第12回

色彩演習⑥3属性を用いた描写表現
3属性の理解を深めた上で、実際にモチーフを描く際にどのよう
に色彩を使うかを工夫する。色彩を有効に使い、モチーフのリア
リティに迫った描写を目指す。

作品を完成させ提出する。

第13回

総合課題

作品を完成させ提出する。

課題説明、ラフ制作
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6時間

6時間

6時間

4164
デッサンの学習、色彩の学習を通して身につけた知識を用い
て、描写表現の課題を行う。どのような作品を制作するかアイデ
アを出し、ブラッシュアップする。
第14回

総合課題 制作/ 発表 /振り返り
3限まで制作を行い、4限より課題の講評会を行う。作品の制作意
図をプレゼンテーションし、教員からアドバイスを受ける。今
後のコース専門課題につながるよう、自身の作品を振り返る。
最終の学修達成度の確認を行う。
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作品を完成させ提出する

4時間

4165

321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形初動演習【VD】
村岡幸信
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
絵画の作品制作、研究活動ほか、壁画、襖絵、扇面屏風制作など共同制作プロジェクトにも参画（全14回）

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。
また、発展しての実践課題も行いますが、それぞれの課題を通して、創意工夫し熱意を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩を活用し
た表現を展開することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り自身の表現に用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価します。作品制作へ
の取り組み、提出課題に関して、それぞれの観点を総合し100点満点とし、60点以上を単位修得とし評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
"
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20％
プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％

受講態度
40％
学習到達度評価

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：特に指定はありませんが、必要に応じて示します。個々のプログラムで必要なプリントを配布し授業を行ないます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後または火曜４限

場所：

実習室または美術研究室

備考・注意事項： 授業終了後など指定された時間に実習室または研究室で指導にあたります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業についての説明 / 色彩演習①色彩の基礎－色相と明
度の理解 画材の使い方について
※学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る
色彩の基礎について。アクリルガッシュや筆の使い方、塗り方な
ど画材の使い方を学び、色の3属性について基礎的な知識を課
題により身につける。
色相について理解する。色相環を用いて、効果的な色彩の配
置を学ぶ。
明度について理解する。ホワイトからブラックまでの中で幅
広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方法を学ぶ。

色彩についての復習。作品を完成させ提出す
る。

6時間

色彩についての復習。作品を完成させ提出す
る。

6時間

デッサンについての復習。作品を完成させ提
出する。

6時間

デッサンについての復習。作品を完成させ提
出する。

6時間

模写の仕上げに向け進める。セザンヌの作
品の模写から学ぶこと「研究ノート」の提
出。

6時間

デッサン、鉛筆描写課題を行う。

6時間

次回の授業初めに課題作品講評を行う。
第2回

色彩演習②色彩の基礎－彩度の理解と3属性を用いた色彩表現
彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩度の色を用いて構
成を行い、彩度の対比を有効に使う方法を学ぶ。また、色彩によ
る表現として色相・明度・彩度（色の3属性）はそれぞれ影響し
あうことを理解する。
次回の授業初めに作品講評を行う。

第3回

デッサン演習① 鉛筆描写の基礎
デッサン演習 画材の使い方、デッサンの基礎についての理
解と実践。
デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。形の取り方、パー
スの理解として、モチーフの形態を正しく把握する方
法を学ぶ。透視図法を理解し、四角形の立体感を正確に表現す
る方法を学習する。また、質感の表現については、H系の硬い鉛
筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質感表
現を学ぶ。質感表現の幅を広げることにより、描写力の向上を目
指す。
次回の授業初めに作品講評を行う。

第4回

デッサン演習② 鉛筆での描写

総合的な表現の考察

鉛筆での描写として、デッサンの基礎的な理解と実践を行う。
デッサンでは対象となるモチーフを描くだけでなく、空間を観
察し描くことも重要です。空間の表現として、2点～3点のモチー
フを用いて、遠近をつけた表現を学び、鉛筆の使い分け、タッ
チの使い分けにより遠近感を表現する。また、様々な形態およ
び質感の表現についても考察し、四角形のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、硬質・軟質の描き分け、空間描写を用い
た総合的な表現を身につける。
次回の授業初めに作品講評を行う。
第5回

実践課題１-① 風景を描く（セザンヌの模写制作）
造形表現の基礎的な学びから展開し実践的課題「風景を描く(セ
ザンヌを考えて)」に取り組む。まずは、「セザンヌの風景作
品の模写制作」に取り組み、セザンヌのもののとらえ方、色
彩やタッチなど、セザンヌの描く多くの作品を調べ、理解す
る(研究ノートの作成)。
模写は、鉛筆およびアクリルガッシュにより画紙に描くものとす
る。
次回の授業初めに制作状況の確認を行う。

第6回

実践課題１-② 風景を描く（セザンヌに倣う）
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造形表現の基礎的な学びから展開し実践的課題「風景を描く(セ
ザンヌに倣う)」に取り組む。もののとらえ方、色彩やタッチな
ど、セザンヌの描く多くの作品を調べ、理解し(研究ノートの作
成)模写制作に入る。表現の実践として、鉛筆およびアクリル
ガッシュによりキャンバスまたは画紙に描く。セザン
ヌを考え、対象をよく観察しどこまで迫れるかにチャレンジす
る。
次回の授業初めに制作状況の確認を行う。
第7回

実践課題１-③ 風景を描く（セザンヌに倣う）
鉛筆およびアクリルガッシュによる風景の作品制作として、色
彩による表現の理解をもとに、実際にモチーフを描く際にどのよ
うに色彩を使い描くのか、色彩表現を工夫しつつ有効に使い、対
象のリアリティに迫った描画を目指す。

デッサン、鉛筆描写課題を行う。

6時間

作品を完成する。プレゼンテーションの準
備。

6時間

デッサン、鉛筆描写課題を行う。研究ノー
トの提出。

6時間

デッサン、鉛筆描写課題を行う。

6時間

作品を完成する。プレゼンテーションの準
備。

6時間

デッサン、鉛筆描写課題を行う。

6時間

作品を完成する。プレゼンテーションの準
備。

6時間

研究ノートの整理提出

6時間

次回の授業初めに制作状況の確認を行う。
第8回

実践課題１-④ 風景を描く（セザンヌに倣う）
引き続き、鉛筆およびアクリルガッシュによる風景の作品制
作を行い、課題制作を完成する。授業後半には、全員の課題を掲
示し確認する。
次回の授業初めに作品講評を行う。プレゼンテーションについて
の説明を実施。
※中間学修到達度の確認と面談等を行う(授業の進捗状況をルー
ブリックをもとに自己評価し確認)

第9回

実践課題2-① 自画像を描く（レンブラントを考えて）
造形表現の基礎的な学びから展開し実践的課題「自画像(人
物)を描く」(レンブラントを考えて)に取り組む。レンブラン
トの人物を描いた作品を調べ、表現を理解することから描画作
品の制作に入る(研究ノートの作成)。
自画像として鉛筆で形をとり、鉛筆およびアクリルガッシュによ
り、キャンバスまたは画紙に描く作品制作を行う。
※中間学修到達度の確認による面談等を行う(授業進捗状
況のルーブリックをもとに)

第10回

実践課題2-② 自画像を描く（レンブラントを考えて）
鉛筆およびアクリルガッシュによる自画像の作品制作として、表
現として実際に描く際にどのように色彩を使い描くのか、色彩お
よび描く表現方法を工夫しつつ有効に使い、対象のリアリ
ティに迫った描画を目指す。
次回の授業初めに制作状況の確認を行う。

第11回

実践課題2-③ 自画像を描く（レンブラントを考えて）
引き続き、鉛筆およびアクリルガッシュによる自画像の作品制
作を行い、課題を完成する。授業後半には、全員の課題を掲
示し確認を行う。
次回の授業初めに作品講評を行う。

第12回

実践課題３-① 作品制作（素材を組み合わせて描く）
鉛筆およびアクリルガッシュによる、モチーフを組み合わせ
て描く作品制作。各自が集めて来た石と、他の素材を組みあわせ
て描く。構成および組み合わせを考え他の素材を選ぶ。モチー
フを緻密に観察し正確に、どこまで実物に迫れるかチャレン
ジし細密描写を行うなども一つの表現ですが、この課題で
は特に各自の作品制作意図を明確にして取り組むものとしま
す。表現方法、アプローチについては授業時に明示します
次回の授業初めに制作状況の確認を行う。

第13回

実践課題３-② 作品制作（素材を組み合わせて描く）
引き続き、鉛筆およびアクリルガッシュを用いての「素
材を組み合わせて描く」作品制作を行う。作品として構成、表
現など完成度をあげた課題制作として完成する。授業後半に
は、全員の課題作品を掲示し確認する。
次回の授業初めに作品講評を行う。プレゼンテーションについて
の説明を実施。

第14回

実践課題３-③ プレゼンテーション／作品講評
※最終の学修達成度の確認を行う
課題作品の合評会とまとめ、およびこれまでの学修内容の振り
を行います。
制作課題のプレゼンテーションを行い、どのような学びとなった
のか、それぞれの過程での考察、作品についての個々の関わりに
ついて、クラスで共有し、その成果を確認します。
また、授業の振り返りとして、課題への取り組みの自己評
価を行います。(最終の学修達成度の確認とを行う)
授業終了後1週間以内に作品を提出(期末試験として評価する)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形初動演習【IP】
赤西信哉
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力
的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品
20％

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
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： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％

受講態度
40％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：特に指定はありませんが、必要に応じて授業内で示します。個々のプログラムでプリントを配布し授業を行ないます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

東館研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン課題①画材の使い方、デッサンの基礎
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
クリエイターとしての身構え、心構えを、デッサン課題、色彩課
題を通して学ぶ授業。
デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。
チャレンジ課題「基本形態1点モチーフデッサ
ン」に取り組み、各自の現状スキルの把握を行う。

デッサン基礎についての復習。

6時間

第2回

デッサン課題②形の取り方、パースの理解

課題振り返りレポート作成。透視図
法の振り返り。円筒形デッサンの予習

6時間

課題振り返りレポート作成。円筒形モチー
フの描き方について振り返り。球体デッサ
ンの予習

6時間

題振り返りレポート作成。球体デッサ
ンの振り返り。

6時間

題振り返りレポート作成。構図のポイン
ト振り返り。次回目標設定。

6時間

モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、直方体の立体感を正確に表現する方法を学習する。
第3回

デッサン課題③円筒形モチーフ、楕円の描画
円筒形を正しく表現するために楕円の描き方について理解し実
践する。

第4回

デッサン課題④球体モチーフ
球体を正しく表現するため、反射光を含む陰影表現について理
解し実践する。
また、複数モチーフ間の関係を表現するため、遠近をつけた表
現を学ぶ。鉛筆の使い分け、タッチの使い分けにより遠近感を表
現する。

第5回

デッサン課題⑤様々な形態と構図
3点モチーフのデッサンを行い、直方体のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、合わせて構図や空間描写をについて理
解し実践する。

第6回

デッサン課題⑥グラデーション、「手」
鉛筆の芯の種類を適切に使い分け、画面上でより豊かなグラデー
ションを表現することを目指します。有機的なモチー
フ「手」を描くことで、陰影、質感を観察し表現する。

題振り返りレポート作成。次回目標設定。

6時間

第7回

デッサン課題⑦細密描写
これまで習得した技術をもとに、モチーフの細密描写を行う。正
確に緻密に観察し、どこまで実物に迫れるかにチャレンジする。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

題振り返りレポート作成。

6時間

第8回

色彩課題①、②色相環、画材の使い方、色彩の基礎

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベタ塗りの方
法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身につける。3属
性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果的な色
彩の配置を学ぶ。
第9回

色彩課題③減法混色
絵の具の混色、光の混色の概念を理解し、混色による色彩のコン
トロールを実践する。

第10回

色彩課題④⑤明度の理解
3属性のうち明度について理解する。ホワイトからブラックまで
の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方
法を学ぶ。

第11回

色彩課題⑥彩度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。
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第12回

色彩課題⑦⑧トーン理解
トーン配置図を作成し、色彩におけるトーンの概念を理解す
る。画面を同一トーンで構成する課題を通してコーンをコント
ロールすることで色彩の調和を生み出すことを実践する。

第13回

色彩課題⑨配色
これまでに学習した色の3属性、トーンの概念をを用いて、配
色の課題を行う。色彩の理論面だけでなく、実際にビジュアル表
現の中で3属性、トーンがどのように効果を発揮するのかを理
解する。

第14回

色彩課題⑩イメージ表現
テーマを設定し、そのイメージを色面構成によって表現す
る。色の3属性、トーン、配色によってイメージを作り出すこと
を実践する。
最終の学修達成度の確認を行う。
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作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

作品を完成させ提出。題振り返りレポート作
成。

6時間

4167
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形初動演習【AC】
阿部緑
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

染色作家として染織技法を用いた絵画的表現を追求し、国内外の展覧会への作品発表のキャリアを有する。
（全14回）

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサン及び描写の基礎、色彩の基
礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表す基礎力と色彩を用い
た表現基礎力を備え、応用することができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術、また、色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く技術を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し、色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと見て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて活
用することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階及び最終段階において、学修到達度を確認し、学生へのフィードバックを行う。これにより、学修の習熟度、成長の度合い
をはかる。以上を総合して評価を行う。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として授業には毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成本科目は必修科目です。原
則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄と見なし、績評価は行わない。また、各授業で定められたすべての課題の提
出を行うこと。課題提出が足りなければ採点の対象にはならない。また、この授業は受講態度を優先的に評価する。
デッサン、色彩、プレゼンテーション、振り返りシート、受講態度、それぞれの観点を総合して100点満点とし、60点以上を単位取得とし評
価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
35％
色彩課題提出作品
35％

： デッサンに関する授業内容の理解及び対象モチーフを把握し、総合的なデッサン力、描写表現をも
とに評価する。作品内容、提出を評価の対象とする。
： 規定枚数の課題（作品）が提出されていること。絵具の塗り方、構成、仕上げが美しいかどうか
を判断する。提出作品を評価の対象とする。
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10％
受講態度
10％
学修到達度目標

： 課題を理解しながら制作を進め、制作の意図を明確にプレゼンテーションすることができているか
を評価の対象とする。
： 学主体的かつ情熱をもって課題に取り組み、創意工夫を試みる姿勢や、課題の規則や提出期限を厳
守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。修到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価す
る。
： 修到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特にありませんが、必要に応じて授業内で示す。また、個々の授業内容に応じて必要なプリントを作成、配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間の授業外学修が求められる。
指定された授業外学修に取り組むことに加え、その回の授業内容を振り返り理解を深め、課題作品を完成させ、次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間、月曜日の昼休み

場所：

授業の教室、美術研究室

備考・注意事項： オフィスアワー以外、また、美術研究室を不在にしている際には以下のアドレスにメールをして下さい。
abe@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第

1回

デッサン演習① 画材の使い方、デッサンの基礎、グレース
ケールの研究、学修到達度の確認について説明
デッサンに臨むにあたり、用いる画材の説明及び描く対象を観
察する際の注意事項、鉛筆で描写するための基礎的な技
術を学ぶ。さらに、異なる硬さの鉛筆を使い分け、白から黒まで
のグレースケールを作成する。
学修到達度目標について、この授業の学びと養われる力につい
て説明を行う。

授業内容の振り返りと鉛筆の使い方を復習す
る。グレースケールを完成させる。

6時間

第

2回

デッサン演習② 描く対象の形の取り方、パースの理解と応用

授業内容を振り返り、パースについてしっか
りと理解する。

6時間

授業内容の振り返りと作品を完成させ提出す
る。

6時間

授業内容の振り返りと遠近感の表現方法を
しっかりと習得する。作品を完成させ提出す
る。

6時間

授業内容の振り返りと作品を完成させ提出す
る。

6時間

授業内容の振り返りとスケッチをまとめ提
出する。

6時間

授業内容の振り返りと作品を完成させ提出す
る。

6時間

モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、四角形の立体感を正確に表現する方法を学び、デッサ
ンに応用する。
第

3回

デッサン演習③ 質感の表現
モチーフが有する様々な質感表現を学ぶ。鉛筆の種
類を使い分け、質感表現の幅を広げることにより、描写
力の質の向上を目指す。

第

4回

デッサン演習④ 空間の把握及び表現
2～3点のモチーフを用いて、モチーフ間の遠近を表現する方
法を学ぶ。鉛筆の使い分けやタッチや色の調子を効果的に使うこ
とにより、画面内に遠近感を表現することを目指す。

第

5回

デッサン演習⑤ 様々な形態と質感の表現
3点モチーフのデッサンを行い、同一平面を意識し、正確にモ
チーフの形態、質感、空間を把握し、総合的な描写表現を習得す
る。

第

6回

デッサン演習⑥ 人体クロッキー
アニメーションに必要な人体表現の基本となる人体クロッ
キーを行う。人体を描くにあたり、素早く形態や骨格を把
握し、その特徴を含め描写する方法を学ぶ。何枚も描くことによ
り、手を動かす訓練と、対象を把握、理解する力を養うことを目
指す。

第

7回

デッサン演習⑦ 細密描写
これまでの授業で習得した描写に関する知識や技術を生かしてモ
チーフの細密描写を行う。正確に緻密に観察し、どこまで実
物に迫れるかに挑み、デッサンの完成度を上げる方法を学ぶ。

第

8回

色彩演習① 画材の使い方、色彩の基礎、中間学修達成度の確
認
アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、美しく塗る方
法を学び、色彩理論の基礎である
「色彩の三属性」について習得する。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

授業内容の振り返りと課題を仕上げ提出す
る。

6時間

第

9回

色彩演習②

授業内容の振り返りと課題作品を仕上げ提
出する。

6時間

授業内容の振り返りと課題作品を仕上げ提
出する。

6時間

授業内容の振り返りと課題作品を仕上げ提
出する。

6時間

色相の理解

色彩の三属性のうち「色相」について学ぶ。色相環を用いて効果
的な色彩の配置を理解、習得する。
第10回

色彩演習③

明度の理解

色彩の三属性のうち「明度」について学ぶ。ホワイトからブラッ
クまでの間の色彩の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度
差を有効に用いる方法を習得する。
第11回

色彩演習④

彩度の理解
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4167
色彩の三属性のうち「彩度」について学ぶ。高彩度、中彩度、低
彩度の色彩を用いて構成を行い、再度の対比を有効に用いる方
法を取得する。また、色相、明度、再度のそれぞれがいかに影
響しているかを理解する。
第12回

色彩演習⑤

トーンの理解

トーンの概念について理解し、トーンごとの色彩の特徴を理
解し、効果的に色彩を使う方法を学ぶ。3種類のトーンを選
択し、色面構成を行う。
第13回

色彩演習⑥

総合課題

デッサン、色彩を用いた表現

デッサンや色彩の学習を通して習得した知識や経験を用いて、総
合的な描写表現の課題に取り組む。
第14回

色彩演習⑦

まとめと振り返り／合評、最終学修到達度の確認

作品の合評会を行う。作品の意図をプレゼンテーションし、クラ
ス内で作品について意見交換を行う。今後のACコースの専門課
題に繋がるよう授業全体の振り返りと自身の作品につい
て振り返る機会とする。
最終学習到達の確認を行う。

68

授業内容の振り返りと課題作品を仕上げ提
出する。

6時間

授業内容の振り返りと課題作品を仕上げ提
出する。

6時間

授業内容の振り返りと完成した作品を提出す
る。

6時間

4168

321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形初動演習【GA】
谷原菜摘子
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
画家として絵画制作をしています。デッサンや色彩共に習得しています。(全14回)

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎を、色彩で
の表現基礎を備え表すことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を習得する。

鉛筆デッサンで対象を描く技術を修め表すこ
とができる。また、色彩の基礎を理解し色
彩での表現を活用できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価の基準とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品
20％
プレゼンテーション

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
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4168
受講態度
40％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：カラー&ライト ～リアリズムのための色彩と光の描き方 (日本語)
（ボーンデジタル社）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間

場所：

南館3階研究室

担当する教員より授業時に示します

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習①画材の使い方、デッサンの基礎
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。

デッサンについての復習。

6時間

第2回

デッサン演習②形の取り方、パースの理解
モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、四角形の立体感を正確に表現する方法を学習する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第3回

デッサン演習③質感の表現
H系の硬い鉛筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質感
表現を学ぶ。質感表現の幅を広げることにより、描写力の向
上を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第4回

デッサン演習④空間の表現
2点～3点のモチーフを用いて、遠近をつけた表現を学ぶ。鉛
筆の使い分け、タッチの使い分けにより遠近感を表現する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第5回

デッサン演習⑤様々な形態と質感の表現
3点モチーフのデッサンを行い、四角形のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、硬質・軟質の描き分け、空間描写を用い
た総合的な表現を身につける。

作品を完成させ提出する。

6時間

第6回

デッサン演習⑥細密描写
これまで習得した技術をもとに、モチーフの細密描写を行う。正
確に緻密に観察し、どこまで実物に迫れるかにチャレンジする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第7回

色彩演習①画材の使い方、色彩の基礎

色彩クラス（色彩テストを理解し習得す
る。作品を完成し提出する。）

6時間

アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベタ塗りの方
法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身につける。
第8回

色彩演習②色相の理解
3属性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果
的な色彩の配置を学ぶ。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

作品を完成させ提出する。

6時間

第9回

色彩演習③明度の理解
3属性のうち明度について理解する。ホワイトからブラックまで
の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方
法を学ぶ。

作品を完成させ提出する。

6時間

第10回

色彩演習④明度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第11回

色彩演習⑤3属性を用いた色彩表現
これまでに学習した3属性を用いて、色彩表現の課題を行う。色
彩の理論面だけでなく、実際にビジュアル表現の中で3属性がど
のように効果を発揮するのかを理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第12回

色彩演習⑥3属性を用いた描写表現
3属性の理解を深めた上で、実際にモチーフを描く際にどのよう
に色彩を使うかを工夫する。色彩を有効に使い、モチーフのリア
リティに迫った描写を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第13回

総合課題 課題説明、ラフ制作
デッサンの学習、色彩の学習を通して身につけた知識を用い
て、描写表現の課題を行う。どのような作品を制作するかアイデ
アを出し、ブラッシュアップする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第14回

総合課題 講評
総合課題の講評を行う。これまでの授業を振り返り、習得でき
た技術の見直しを行う。
最終の学修達成度の確認を行う。

講評を踏まえて今後に活かす点を考える。

6時間
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321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形初動演習【FC】
目良真弓
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し習得する。

デッサンで対象を表すことの基礎を、色彩で
の表現基礎を備え表すことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を習得する。

鉛筆デッサンで対象を描く技術を修め表すこ
とができる。また、色彩の基礎を理解し色
彩での表現を活用できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価の基準とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品
20％
プレゼンテーション

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
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4169
受講態度
40％

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。

学修到達目標

： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：特に指定はありませんが、必要に応じて示します。個々のプログラムでプリントを配布し授業を行ないます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間

場所：

情報デザイン研究室、環境デザイン研究室、美術研究室

担当する教員より授業時に示します

備考・注意事項： 各担当教員により異なりますが、授業終了後など指定された時間に実習室または研究室で指導にあたります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習①画材の使い方、デッサン・描写の基礎 クロッ
キー
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
対象物を描く方法は、様々ありますが、本コースの授業では素
早くt対象物を正確に描くこと、素材感を表現できる力を身につ
けることを目標にします。
初回は、画材の使い方、デッサンに臨むにあたり、対象を観察す
る際の注意事項を学び、
描くことに抵抗が無くなるよう、クロッキーを中心に行います

クロッキーを自主的に行う

4時間

第2回

デッサン演習②形の取り方、パースの理解
形態を正しく把握する方法を学びます。透視図法を理解し、四角
形の立体感を正確に表現する方法を学習し、素材の特徴を追いか
けることにもチャレンジします。

作品を完成させ提出する。

4時間

作品を完成させ提出する。

4時間

他の素材を描く

4時間

人物クロッキーを行う

4時間

作品を完成させ提出する。

4時間

課題を進行させる

4時間

色の見え方についての復習

6時間

作品を完成させ提出する。

6時間

モチーフ：レンガ
第3回

デッサン演習③形の取り方、質感の表現
円筒形の形を描きます。前回とは違がった素材の表現を行うた
めH系の硬い鉛筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質
感表現の可能性を学ぶ。質感表現の幅を広げることにより、描写
力の向上を目指します。
モチーフ：ガラスコップ

第4回

デッサン演習④ファッション素材の追求
コースでよく使う「布素材・テキスタイル」の表現にチャレン
ジします。
デザイン画を描く際に、必要な素材の表現ができるよう
に、様々な素材や、アイテム（ボタンやバックル、ジッ
パー）を観察し、特徴を捉え描くことを目標にします。
モチーフ：レース素材、ボタン等

第5回

デッサン演習⑤人物表現
人物クロッキーを徹底しから人物のスケール、バランス、フォル
ムを描き、描写作品を完成させます。
各自のデザインするファッションデザイン画の基礎となります。
モチーフ：人物クロッキー

第6回

デッサン演習⑥人物表現からファッションデザイン画へ
これまで習得した技術をもとに、
各自がイメージするファッションデザイン画（人物）の制
作に入ります。
まずは、全体のバランスから描きますが、手、足、髪の毛の描
写へもチャレンジします。
課題：着装した人物（各自のファッションのイメージを表現）

第7回

デッサン演習⑦人物表現からファッションデザイ
ン画へ（色を用いた描写）
各自の描く人物の細部ディティールの描きこみを行います。
着色しながら、全体像を仕上げていきます。
課題：着装した人物（各自のファッションのイメージを表現）

第8回

色彩演習①＋デッサン課題の仕上げと講評
各自の描く人物（デザイン画）の最終仕上げと講評を行う。
また、色彩演習に関しての導入として色の見える仕組みを学ぶ
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

第9回

色彩演習②三属性の理解と課題、画材の使い方
3属性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果
的な色彩の配置を学ぶ。
色彩構成課題の導入として、絵の具の溶き方、塗り方を学ぶ。
課題：色相に関する課題（白黒を抜き、混色する）
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第10回

色彩演習③明度の理解
3属性のうち明度について理解する。ホワイトからブラックまで
の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方
法を学ぶ。

作品を完成させ提出する。

6時間

作品を完成させ提出する。

6時間

作品を完成させ提出する。

6時間

課題：モノトーンで画面を構成し彩色する
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。
第11回

色彩演習④彩度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。
課題：高彩度、低彩度の対比を行う課題

第12回

色彩演習⑤トーンの理解
色彩、美術ではトーンとは様々な意味があります。
色彩の場合には色の調子と捉えますが、ファッションでトーンと
いうと基本的には色の調子とコーディネイトの場合に用いる全
体の調子を意味します。
ここでは、色彩の調子を理解し、コントロールできる力を養いま
す。
課題：トーンの変化を感じられる構成

第13回

総合課題 課題説明、ラフ制作
デッサンの学習、色彩の学習を通して身につけた知識を用い
て、描写表現の課題を行う。どのような作品を制作するかアイデ
アを出し、ブラッシュアップする。
課題の制作を進める。学生と教員間でアドバイス・意見交
換を行いながら作業を行う。

作品を進行させる

6時間

第14回

総合課題 制作 講評
課題の制作を進める。学生と教員間でアドバイス・意見交
換を行いながら作業を行う。
課題の講評会を行う。作品の制作意図をプレゼンテーショ
ンし、教員からアドバイスを受ける。今後のコース専門課題につ
ながるよう、自身の作品を振り返る。

課題を仕上げ提出

6時間

最終の学修達成度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形初動演習【VV】
新平誠洙
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
画家として活動し、デッサン、色彩ともに習得しています。デッサンの指導経験があります。(全14回)

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し習得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を習得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品
20％
プレゼンテーション

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
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"受講態度
40％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：カラー&ライト ～リアリズムのための色彩と光の描き方 (日本語)
（ボーンデジタル社）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間

場所：

南館3階研究室

担当する教員より授業時に示します

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習①画材の使い方、デッサンの基礎
デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

デッサンについての復習。

6時間

第2回

デッサン演習②形の取り方、パースの理解
モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、四角形の立体感を正確に表現する方法を学習する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第3回

デッサン演習③質感の表現
H系の硬い鉛筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質感
表現を学ぶ。質感表現の幅を広げることにより、描写力の向
上を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第4回

デッサン演習④空間の表現
2点～3点のモチーフを用いて、遠近をつけた表現を学ぶ。鉛
筆の使い分け、タッチの使い分けにより遠近感を表現する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第5回

デッサン演習⑤様々な形態と質感の表現
3点モチーフのデッサンを行い、四角形のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、硬質・軟質の描き分け、空間描写を用い
た総合的な表現を身につける。

作品を完成させ提出する。

6時間

第6回

デッサン演習⑥細密描写
これまで習得した技術をもとに、モチーフの細密描写を行う。正
確に緻密に観察し、どこまで実物に迫れるかにチャレンジする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第7回

色彩演習①画材の使い方、色彩の基礎

色彩クラス（色彩テストを理解し習得す
る。作品を完成し提出する。）

6時間

アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベタ塗りの方
法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身につける。
第8回

色彩演習②色相の理解
3属性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果
的な色彩の配置を学ぶ。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

作品を完成させ提出する。

6時間

第9回

色彩演習③明度の理解
3属性のうち明度について理解する。ホワイトからブラックまで
の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方
法を学ぶ。

作品を完成させ提出する。

6時間

第10回

色彩演習④明度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第11回

色彩演習⑤3属性を用いた色彩表現
これまでに学習した3属性を用いて、色彩表現の課題を行う。色
彩の理論面だけでなく、実際にビジュアル表現の中で3属性がど
のように効果を発揮するのかを理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第12回

色彩演習⑥3属性を用いた描写表現
3属性の理解を深めた上で、実際にモチーフを描く際にどのよう
に色彩を使うかを工夫する。色彩を有効に使い、モチーフのリア
リティに迫った描写を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第13回

総合課題 課題説明、ラフ制作
デッサンの学習、色彩の学習を通して身につけた知識を用い
て、描写表現の課題を行う。どのような作品を制作するかアイデ
アを出し、ブラッシュアップする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第14回

総合課題 講評
総合課題の講評を行う。これまでの授業を振り返り、習得でき
た技術の見直しを行う。
最終の学修達成度の確認を行う。

講評を踏まえて今後に活かす点を考える。

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形初動演習【MD】
市毛史朗、弘司、阪本結
1年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした芸術、デザインを学ぶための導入演習です。対象の特徴を捉え的確に描写する力、色彩の特性を理解し操作す
る力は、クリエイターにとって必要不可欠です。「デッサン」と「色彩表現」の課題に取り組み、経験者、未経験者問わず、大学4年間の表
現、創作活動の根幹としての基礎を学びます。また、課題を通して、創意工夫し情熱を持って課題に取り組む態度、「クリエイターとしてある
べき姿勢」を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

3 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

4 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
本科目は必修科目です。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課
題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。また、この授業は受講態度を優先的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

"デッサン課題提出作品
20％
色彩課題提出作品
20％
プレゼンテーション

： デッサンに関する知識の理解、および、対象の特徴を把握し、正確に描写するデッサンの技術
力や表現力を評価する。
： 色彩に関する知識や絵の具や用具の使い方の理解、および、塗りや仕上げの美しさなどの技術
力、色彩構成などの独創性や発想力を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
受講態度
40％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：特に指定はありませんが、必要に応じて示します。個々のプログラムでプリントを配布し授業を行ないます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回6時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間

場所：

南館3階研究室

担当する教員より授業時に示します

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習①画材の使い方、デッサンの基礎
デッサンに臨むにあたり、対象を観察する際の注意事項、鉛
筆で描写するための基礎的な技術を学ぶ。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

デッサンについての復習。

6時間

第2回

デッサン演習②形の取り方、パースの理解
モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。透視図法を理
解し、四角形の立体感を正確に表現する方法を学習する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第3回

デッサン演習③質感の表現
H系の硬い鉛筆からB系の柔らかい鉛筆までを用いて、様々な質感
表現を学ぶ。質感表現の幅を広げることにより、描写力の向
上を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第4回

デッサン演習④空間の表現
2点～3点のモチーフを用いて、遠近をつけた表現を学ぶ。鉛
筆の使い分け、タッチの使い分けにより遠近感を表現する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第5回

デッサン演習⑤様々な形態と質感の表現
3点モチーフのデッサンを行い、四角形のパース、楕円の表現と
いった形態の描写と、硬質・軟質の描き分け、空間描写を用い
た総合的な表現を身につける。

作品を完成させ提出する。

6時間

第6回

デッサン演習⑥細密描写
これまで習得した技術をもとに、モチーフの細密描写を行う。正
確に緻密に観察し、どこまで実物に迫れるかにチャレンジする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第7回

色彩演習①画材の使い方、色彩の基礎

色彩クラス（色彩テストを理解し習得す
る。作品を完成し提出する。）

6時間

アクリルガッシュの使い方、筆の使い方、ベタ塗りの方
法を学び、色彩の3属性について基礎的な知識を身につける。
第8回

色彩演習②色相の理解
3属性のうち色相について理解する。色相環を用いて、効果
的な色彩の配置を学ぶ。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

作品を完成させ提出する。

6時間

第9回

色彩演習③明度の理解
3属性のうち明度について理解する。ホワイトからブラックまで
の中で幅広い明度を用いた構成を行い、明度差を有効に使う方
法を学ぶ。

作品を完成させ提出する。

6時間

第10回

色彩演習④明度の理解
3属性のうち彩度について理解する。高彩度・中彩度・低彩
度の色を用いて構成を行い、彩度の対比を有効に使う方
法を学ぶ。また、色相・明度・彩度はそれぞれ影響しあうこと
を理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第11回

色彩演習⑤3属性を用いた色彩表現
これまでに学習した3属性を用いて、色彩表現の課題を行う。色
彩の理論面だけでなく、実際にビジュアル表現の中で3属性がど
のように効果を発揮するのかを理解する。

作品を完成させ提出する。

6時間

第12回

色彩演習⑥3属性を用いた描写表現
3属性の理解を深めた上で、実際にモチーフを描く際にどのよう
に色彩を使うかを工夫する。色彩を有効に使い、モチーフのリア
リティに迫った描写を目指す。

作品を完成させ提出する。

6時間

第13回

総合課題 課題説明、ラフ制作
デッサンの学習、色彩の学習を通して身につけた知識を用い
て、描写表現の課題を行う。どのような作品を制作するかアイデ
アを出し、ブラッシュアップする。

作品を完成させ提出する。

6時間

第14回

総合課題 講評
総合課題の講評を行う。これまでの授業を振り返り、習得でき
た技術の見直しを行う。
最終の学修達成度の確認を行う。

講評を踏まえて今後に活かす点を考える。

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

基礎造形演習【MD】
藤川亜美、はたのさとし、谷原菜摘子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
それぞれプロの漫画家およびイラストレーターとして活動、作品発表の実績あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。
これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
定められた課題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％
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受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

藤川：水曜3限（13:10～14:50）

場所：

藤川：南館3F研究室2

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室で指導します。
はたの、谷原についての詳細は授業時に説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

人体クロッキー
全てのクラス共通で、人物のクロッキーを行います。
鉛筆、木炭、コンテ等、コースにあった画材を使用します。

クロッキーの枚数を増やす

2時間

※学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明し
ます。
第2回

デッサン／服のシワを描く① ラフ
人体における速描写のトレーニングから、人体観察を通し、新た
な描写へ展開していきます。
人体を描く時において服のシワの描写は重要です。
まずは形を描くトレーニングとして、様々な角度からスケッ
チし、服のシワのデッサンに入ります。

グレースケールの幅を広げる

2時間

第3回

デッサン／服のシワを描く② 仕上げ
前回より描き始めたデッサンを完成に向けて仕上げていきます。
特に、素材感、陰影を意識してデッサンを完成させます。

デッサンの仕上げの補充

2時間

第4回

色彩／食べ物を描く① 下書き
取材をして集まった資料を元にしますが、資料をそのまま描くの
ではなく、
いかに美味しそうに描くかが重要です。

スケッチ、画面構成

2時間

第5回

色彩／食べ物を描く② 仕上げ
前回から描き始めたものを仕上げていきます。
課題の講評をおこないます。各自の課題を振り返り、さらに上
達した箇所、まだ描き足りない箇所を見直します。
講評を受け、再度、課題の修正に取り組み、完成度の高い作
品に仕上げます。

仕上げ

2時間

第6回

色の進出性と後退性
色の心理的効果として、進出、後退性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。
色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。

色の進出性と後退性の課題制仕上げ

2時間

第7回

色の膨張と収縮性
色の心理的効果として、膨張と収縮性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。
色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。

色の膨張性と進出性の課題仕上げ

2時間

第8回

色の透明視についてと課題講評
色の進出と後退、膨張と収縮に関する課題の講評から、新た
な色の視覚効果を学んでいきます。
色の透明視について、見え方、仕組みをテキストと参考例を中
心に学んでいきます。
色の重なりだけでなく、形の見え方が重要である点を学びます。

透明視の課題を制作

2時間

リズム感、反復、バランスに関する課題仕
上げ

2時間

アイデアスケッチの充実、プロポーザルの作
成

2時間

透明視に関する色彩構成課題をおこないます。
※中間学修到達度の確認とフィードバックを行います。
第9回

画面構成／リズム感、反復、バランスに関して
画面構成をおこなっていく上でリズム感、反復、バランスに関し
てまなんでいきます。
配色と形や構成の密接な関係を学びます。
リズム感、反復、バランスに関する色彩構成課題をおこないま
す。
画面構成の応用も含みますので、今まで学んできた全ての要
素を意識し画面を構成し、彩色していきます。

第10回

コース専門課題の導入と色彩課題講評
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リズム感、反復、バランスに関する課題の講評をおこない、今ま
でのデッサン・色彩について振り返り技法や使用画材について
の知識をしっかりと習得します。
コース別の課題として与えられたテーマ「アクリルガッシュと鉛
筆を用いた表現」をコースの特性にあわせた形で制作に入ってい
きます。からマンガデジタルアートコースでは、「オリジナル
キャラクターのいる場面を描く」をテーマとし、物語のワンシー
ンを作画します。どのような場面を描きたいか、そのため
に何が必要か、取材方法など次回からの課題に向けて考察してい
きます。
第11回

コース専門課題／オリジナルキャラクターのいる場面を作画す
る① 細密描写
「アクリルガッシュと鉛筆を用いた表現」からマンガデジタル
アートコースでは、「オリジナルキャラクターのいる場面を作
画する」をテーマとし、物語のワンシーンを作画します。条件と
して、友人、知人、動物などの実像を、様々な角度で取材し、二
次創作ではなく、自身で二次元に置き換え、表現したものと背
景を設定し、基礎造形演習で使用した画材を使用して描きます。
第一回目は描く対象となる友人、知人を人物の様々な顔の表情か
ら動き、服の表情を描き表します。身近にいる友人に、様々な表
情を指定し、第１回目はデッサンを行っていきます。普段、何
気に描く人物の表情。合っているようで合っていな
い眉、目、鼻、耳、口の位置や表情筋の動き、リアルに観
察し、細密描写に挑みます。

表情のためのアイデアスケッチの進行

2時間

第12回

コース専門課題／オリジナルキャラクターのいる場面を作画す
る② プロポーザル確認後、本制作
取材した背景、人物をどのように組み合わせ、どのような場
面を描いていく予定なのか。制作についてプロポーザルを確
認し、本制作へ移行していきます。

プロポーザル準備、制作

2時間

第13回

コース専門課題／オリジナルキャラクターのいる場面を作画す
る③ 完成
次週のプレゼンテーションへの準備をおこないます。このクラ
スで学んだ内容を作品とともにプレゼンテーションできるよ
う、クラスでのミーティングをおこないます。

プレゼンテーション準備

2時間

第14回

ココース専門課題／オリジナルキャラクターのいる場面を作
画する④ 課題作品の合評会とまとめ
これまでの学習内容の振りを全クラスでおこないます。
プレゼンテーションの方法は、自由ですが、クラス単位（２チー
ム程度）の発表とします。他のクラスがどのような事を学んでい
たのか、基礎から応用への方法などを学びます。

課題提出

2時間

※最終の学修達成度の確認を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎造形演習【VD】
石井理之
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

絵画・版画・映像、インスタレーション等美術作家として活動のほか、公立中学校美術科教諭、教頭、校長
及び教育委員会事務局で指導主事として勤務（全14回）

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課題の提出をおこなうこ
と。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％
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受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日4時間目

場所：

南館2階情報デザイン研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

クロッキー
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明しま
す。
全てのクラス共通で、人物のクロッキーをおこないます。
鉛筆、木炭、コンテ等、コースにあった画材を使用します。

クロッキーの枚数を増やす。

2時間

第2回

手のデッサン
自分の両手をモチーフにデッサンを描きます。
人体の構成とあわせ、画面構成を学びます。

描き込み

2時間

第3回

手のデッサン講評会
手のデッサンの講評会を行います。自分のデッサンだけでな
く、他の学生のデッサンを鑑賞することでより深い学習につなげ
ます。

手のデッサンの復習

2時間

第4回

自画像デッサン
人体デッサンの仕上げとして自画像を描きます。人体の構造を把
握するだけでなく、表情や感情を描くことにより一枚の絵とし
て鑑賞できる作品を目指します。

デッサンの見直し、描き込み

2時間

第5回

自画像デッサン講評会
自画像デッサンの講評会を行います。1年生のデッサンとして
は最後の作品になるので、これまでのデッサンとあわせて成
果と課題を振り返ります。

デッサンの振り返り

2時間

第6回

色の進出性と後退性
色の心理的効果として、進出、後退性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。

色の進出性と後退性の課題制仕上げ

3時間

色の膨張性と進出性の課題仕上げ

3時間

透明視の課題を制作

3時間

リズム感、反復、バランスに関する課題仕
上げ

3時間

色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。
第7回

色の膨張と収縮性
色の心理的効果として、膨張と収縮性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。
色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。

第8回

色の透明視についてと課題講評
色の進出と後退、膨張と収縮に関する課題の講評から、新た
な色の視覚効果を学んでいきます。
色の透明視について、見え方、仕組みをテキストと参考例を中
心に学んでいきます。
色の重なりだけでなく、形の見え方が重要である点を学びます。
透明視に関する色彩構成課題をおこないます。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行います。

第9回

画面構成-リズム感、反復、バランスに関して
画面構成をおこなっていく上でリズム感、反復、バランスに関し
てまなんでいきます。
配色と形や構成の密接な関係を学びます。
リズム感、反復、バランスに関する色彩構成課題をおこないま
す。
画面構成の応用も含みますので、今まで学んできた全ての要
素を意識し画面を構成し、彩色していきます。

第10回

コース専門課題の導入と色彩課題講評
リズム感、反復、バランスに関する課題の講評をおこない、今ま
でのデッサン・色彩について振り返り技法や使用画材について
の知識をしっかりと習得します。
コース別の課題として与えられたテーマ「情報内容の視覚
化」をコースの特性にあわせた形で制作に入っていきます。

アイデアスケッチの充実

2時間

第11回

「情報内容の視覚化」・点を中心とした構成
各自が用意した写真から「点」をデザイン要素の中心としてグラ
フィックを制作します。写真からのイメージできる言葉を数
多く抽出し、「点」という言葉にとらわれないユニークな構成を
めざします。

「点」のグラフィック描き込み

3時間

第12回

「情報内容の視覚化」・線を中心とした構成

「線」のグラフィック描き込み

3時間
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点の構成と同じ写真から、今度は「線」を中心にグラフィッ
クを制作します。同じ写真でも前回の課題とは違った表現ができ
るよう、アイデア出しを行い、新しいグラフィック表現を目指し
ます。
第13回

「情報内容の視覚化」・面を中心とした構成
これまでと同じ写真から最終課題として「面」を中心に構成しま
す。デザインの大切な要素である「点」「線」「面」それぞれ
の特性を把握し、今後のデザインに活かせるよう構成を工夫しま
す。

プレゼンテーション準備

2時間

第14回

「情報内容の視覚化」講評会
これまでの学習内容の振りを全クラスでおこないます。
プレゼンテーションの方法は、自由ですが、クラス単位（２チー
ム程度）の発表とします。他のクラスがどのような事を学んでい
たのか、基礎から応用への方法などを学びます。
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)
最終の学修達成度の確認を行います。

プレゼンテーション準備

4時間
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321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

基礎造形演習【VV】
新平誠洙
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
専門:油画・アートアニメーション(全14回)

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行えません。
また、定められた課題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％
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4176
受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・ソッカの美術解剖学ノート
（オーム社）
・キム・ラッキの人体ドローイング (日本語)

（オーム社）

各自の制作・研究内容に応じて、参考資料、文献、作品集などを配布、提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： また、時間外は研究室にいらっしゃる助手さんにお伝えください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

前期の復習、クロッキー基礎
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
前期に習った鉛筆の扱い方、モチーフの形態のとらえ方につい
て復習する。
素早く対象を描くクロッキーやスケッチの方法、意義を学ぶ。

反復練習

2時間

第２回

人体クロッキー
人体のクロッキーを行う。
美術解剖学的観点からの体の構造を理解する。

反復練習

2時間

第３回

デジタルツールデッサン①
デジタルツールを使用し、モチーフをモノクロで描画する。
鉛筆で行ってきたことをPCやタブレットで再現する。

作品の完成

2時間

第４回

アニメーション
デジタルツールを使用し、簡易なアニメーションを制作する。
モチーフを決めて観察し、描画から短い動画を構成する。

作品の完成

2時間

第５回

色彩演習①
前期に行った色彩演習をデジタルツールを使用して復習する。
色相、明度、彩度をコントロールし、課題シートを完成させる。

課題シートの完成

2時間

第６回

色彩演習②
自分が尊敬する、参考にしたい、優れていると感じる既存の作
品から色を抽出し、新たに色彩構成する。
色の3属性の範囲、補色の扱い、視覚効果など、作者の構成を解
体しながら学ぶ。

反復練習

2時間

第7回

デジタルツールデッサン②
デジタルツールを使用し、モチーフをカラーで描画する。
モチーフの観察、描写、色彩の理解を総合する。

作品の完成

2時間

第8回

模写①
自分が尊敬する、参考にしたい、優れていると感じる既存の作
品を模写する。
デジタルツールの応用的な使用方法を既存の作品の観察か
ら学ぶ。
また、著作物の二次利用に関する概要を理解する。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

制作の進行

2時間

第9回

模写②
前回の続き。
模写作品を完成させる。

模写作品の完成

2時間

第10回

最終課題 作品制作①
デジタルツールを使用し、任意の平面表現を行う。
スケッチなどでプランを練り、対話を通してコンセプトを探る。
方針が定まったら、どのようなツールで表現可能かを検討してい
く。

プランの確定

2時間

第11回

最終課題 作品制作②
前回の続き。
制作を進行させる。

制作の進行

2時間

第12回

最終課題 作品制作③
前回の続き。
制作を進行させる。

制作の進行

2時間

第13回

最終課題 作品制作④
前回の続き。
作品の完成を目指す。

作品の完成

2時間

第14回

最終課題合評

なし

0時間
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最終課題作品の合評会を行う。意図の説明、感想の交換など、作
品を通してのコミュニケーションも体験する。
この１年の振り返り、評価の可視化を行う。
最終の学修達成度の確認を行う。

86
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321

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎造形演習【IA】
津田やよい、村岡幸信
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

画家として活動のほか、画材の開発、高校や一般絵画教室、予備校等でのカリキュラム開発や指導を担当（津
田）全１４回
絵画の作品制作、研究活動ほか、壁画、襖絵、扇面屏風制作など共同制作プロジェクトにも参画（村岡）全１

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。"

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行いま
す。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課題の提出をおこなうこ
と。課題提出が足りな
ければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
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10％
受講態度
30％
学習到達度
10％

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 全１４回の授業の中で8週目に中間、14回目に最終学習到達度の確認を行い、各自が目
標に対し、確認シートに記入、どの程度達成できているかを各自で振り返りし、弱点を補強してい
けていかを判断します

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
課題ごとに授業内、またはグーグルクラスルームにて適宜配信

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 授業時間前後以外の場合は、担当教員のオフィスアワー時間を確認、オフィスアワー時間での質問が難し場合は、アポイント
メントを取ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

人体クロッキー
人物のクロッキーをおこないます。
鉛筆、木炭、コンテ等、コースにあった画材を使用します。

クロッキーの枚数を増やす。

2時間

第2回

２つ以上の同じモチーフのデッサン
モチーフの素材を観察し描く。形を描くトレーニングし
て、様々な角度からスケッチしデッサンに入ります。
これまで、課題のためのモチーフは準備してきましたが、この授
業では、各自で同じ形、お大きさ、材質のモチーフを２つ以上準
備し、描いていきます。自分で描くためのモチーフを各自で準
備し、絵に昇華するまでにどのような行程があるのかを学ぶ礎と
していきます。

モチーフの準備、作品の完成

2時間

第3回

遠近を用いた風景（素描）
前期の造形初動演習でも学んだ、遠近法を復習し、風景デッサ
ンを行います。都会のビル群、近所の町並み、川にかかる橋、電
車の先頭車両からみる光景。実際に各自で描く風景を取材し、そ
れを元に描くことで、遠近法が実際の風景にどう当てはまるの
か考察していきます。

描く風景の取材、作品の完成

2時間

第4回

遠近を用いた風景（着彩）１－１
自今回は水彩絵具、色鉛筆など色材を利用して、有色で徹底し
て風景を描いていきます。前回の授業では線遠近法の理解を中
心に行いましたが、この授業では、線遠近法に加えて、色での遠
景、中景、近景の表現の理解も深めていきます。
制作に関しては個別指導を行います。

作品の完成

2時間

第5回

遠近を用いた風景（着彩）１－２
前回につづき、遠近を用いた風景（着彩）の作品の完成、合評
会の実施。

作品の完成、振り返り

2時間

第6回

色の進出性と後退性
色の心理的効果として、進出、後退性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。

色の進出性と後退性の課題制仕上げ

2時間

色の膨張性と進出性の課題仕上げ

2時間

透明視の課題を制作

2時間

リズム感、反復、バランスに関する課題仕
上げ

2時間

作品の完成、学修到達評価の確認

2時間

色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。
第7回

色の膨張と収縮性
色の心理的効果として、膨張と収縮性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。
色の進出、後退性に関わる色彩構成課題をおこないます。

第8回

色の透明視についてと課題講評
色の進出と後退、膨張と収縮に関する課題の講評から、新た
な色の視覚効果を学んでいきます。
色の透明視について、見え方、仕組みをテキストと参考例を中
心に学んでいきます。
色の重なりだけでなく、形の見え方が重要である点を学びます。
透明視に関する色彩構成課題をおこないます。

第9回

画面構成-リズム感、反復、バランスに関して
画面構成をおこなっていく上でリズム感、反復、バランスに関し
てまなんでいきます。
配色と形や構成の密接な関係を学びます。
リズム感、反復、バランスに関する色彩構成課題をおこないま
す。
画面構成の応用も含みますので、今まで学んできた全ての要
素を意識し画面を構成し、彩色していきます。
この授業の最後に中間学修到達度の確認を行います。

第10回

コース専門課題の導入と色彩課題講評
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リズム感、反復、バランスに関する課題の講評をおこない、学修
到達達成度のフィードバックも行います。今までのデッサン・色
彩について振り返り技法や使用画材についての知識をしっかり
と習得します。
コース別の課題として与えられたテーマ・自画像・自画像を元に
した展開作品、自由なテーマでの制作と３点の課題制作に入って
いきます。
第11回

自分では見れない角度の自画像
自画像といえば、真正面から向き合って鏡を見て描くことが定
番ですが、この授業では、普段自分ではみれない角度からの自画
像デッサンを実地します。横顔、真上からみ下げ、など自
分で鏡で確認できる角度以外の向きから撮影し、その素材をもと
にデッサンしてきます。

作品の完

2時間

第12回

自画像の多様な表現展開
以下のテーマの中から１つテーマを選び、自画像を自分の現した
い表現で「作品」となるよう描きます。
【テーマ】 ①かわいいまたはかっこいい（キャラク
ター風、お菓子のパッケージ、キモカワなど）
②単純化またはデフォルメ
③レトロ（シティポップ、バブリー、大正ロマンな
ど）
④マンガ的（アメコミ風、少女漫画風、劇画風、デ
ジタル映像風など）
⑤絵画的（キュビスム、ハイパーリアリズ
ム、シュールレアリズムなど）

材料の準備。コンセプトボードの準備。

2時間

・不透明水彩絵具を用いて描きます。
第13回

捧げる絵画の制作
基礎造形演習IAコース最終課題は「～に捧げる作品」です。
好きな人、好きな俳優、好きな２次元、2.5次元、身
近な人、好きな場所、好きな作家。
実際にその人や場所のために平面作品（タブロー）を制作しま
しょう。
制作のテーマは自分で設定します。
【作品条件】 手描きとする。
作品サイズ：B3サイズまでとする。それ以上大きくても良い
が、折り曲げないようにすること
支持体：各自で準備する（イラストレーションボード、キャンバ
ス、キャンバスボード、水彩紙画用紙、パネルに水張り、アクリ
ル板、など）
作品描画材：基本的にはこれまでに使用した経験のある描画材
作品スタイル：平面作品とし、デッサン、着彩は自由
この授業では作品以外にプロポーザルシート、制作過程も記
録に残し、制作日誌をつけてください。

作品の完成にむけて制作

2時間

第14回

捧げる絵画合評会 総括
作品、製作日誌をもとに自身の作品についてプレゼンテーショ
ンを行います。他の学生の制作の取り組みなど、どのよう
な事を学んでいたのか、基礎から応用への展開をプレゼンテー
ションを通し理解を深めます。また、この授業では最終の学修達
成度の確認を行います。

プレゼンテーション準備

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎造形演習【AC】
山本理恵子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

全専門コースにおいて必須な造形基礎教育「造形初動演習」「基礎造形演習」においてデッサン（中級・上
級）・クロッキーなどの描写指導、また、多様な造形表現指導を担当。

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課題の提出をおこなうこ
と。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

"課題提出作品50% "

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
30％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
30％
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受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
ジェームス・ガーニー『カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~』、ボーンデジタル、2012年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・水・金曜日昼休み

場所：

美術アトリエ棟2F美術研究室

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室にて指導。詳細は授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

基礎形態デッサン 「箱」
基礎的な形態のデッサンを行う。
デッサンに取り組むにあたっての注意点、基礎的な遠近法、モ
チーフへの光の当たり方などについて解説する。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

第2回

基礎形態デッサン 「紙コップ」
基礎的な形態のデッサンを行う。
視点の差異による見え方の変化、正確な運筆などについて解説す
る。

第３回

基礎形態３点モチーフ

基礎的な形態のデッサンを行う。
複数のモチーフを描く際の注意点、構図について解説する。
第4回

想定デッサン
前回までの基礎デッサンを踏まえつつ、より複雑な形態を構成し
たデッサンを行う。
物の質感について解説する。

第5回

静物着彩
静物をモチーフとした着彩作品を描く。
絵の具の使い方などを解説する。

第6回

静物着彩
静物をモチーフとした着彩作品を描く。前回の続き
色彩による質感表現などを解説する。

第7回

校内風景
学校内の風景を描く。
基礎的な遠近法について解説する。

第8回

校内風景
学校内の風景を描く。前回からの続き
遠近法を踏まえつつ、さらに細密な描画を行う。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

第9回

箱型キャラクター
箱型、円柱など基礎的な形態で構成されたキャラク
ターを様々な方向から描く。
人体の基礎的な構造を解説する。

第10回

学生クロッキー
学生同士が交代でモデルになり、クロッキーを行う。
人体の構造を把握する際の注意点を解説する。

第11回

人物キャラクターのいる風景
キース」

「アイディアスケッチ、エス

各自、オリジナルのキャラクターを創造し、そのキャラクターの
いる空間を平面作品として描く。
エスキースから始め、取材などを通して独自の作品を制作する。
第12回

人物キャラクターのいる風景

「本画の作成、下描き」
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鉛筆によるデッサン、クロッキー、スケッ
チなどを普段から行い、鉛筆の表
現の幅を広げる。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。自分の身の回りのものをデッサ
ンで描くことを想定しながらよく観察する。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。普段の生活において、スマート
フォンなどで写真を撮影する際にも良い構
図を意識して撮影する。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。物の質感の違いによる差異を意
識して身の回りのものを観察する。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。各自、自分の色彩の好みを考
察しておく。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。

2時間

学内外を問わず、様々な場所の建築
物を含む風景をスケッチする。

2時間

学内外を問わず、様々な場所の建築
物を含む風景をスケッチする。

2時間

デッサン、クロッキー、スケッチなどを授業
外でも行う。普段の生活においても人体の構
造を意識して周りの人々を観察する。

2時間

可能な範囲で、様々な場所で人物クロッ
キーを行う。

2時間

アクリルガッシュと鉛筆を用いた表現の可能
性を模索し、アイデアスケッチを完成させ
る。各自、必要な取材を行う。

2時間

本画制作の継続。必要であればさらに取
材を行う。

2時間

4178
アイデアスケッチ、エスキースをもとに、本画の制作に入る。
取材した資料などを参照しつつ、鉛筆で下描きを行う。
第13回

人物キャラクターのいる風景 「本画の作成、着彩」
本画制作の継続を行う。
下描きに従って色彩を加えていく。

本画制作の継続。

2時間

第14回

人物キャラクターのいる風景 「本画の完成」
本画の最後の仕上げを行い、完成に向かう。
これまでの学習内容の振り返りを全クラスで行う。
コース別課題のプレゼンテーションを実施する。各自の作品につ
いてコンセプト、表現の特徴、工夫などを含めて端的に発
表を行う。
自作を客観視するとともに、他者の作品を鑑賞し、表現内容の多
様性や技法などについて学ぶ。
最終の学修達成度の確認を行う。

課題の提出

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎造形演習【IP】
谷原菜摘子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。定められた課題の提出をおこなうこ
と。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％
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受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日15：00-16:00

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室で指導します。詳細は授業時に説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

クロッキー
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明しま
す。
全てのクラス共通で、人物のクロッキーをおこなう。 鉛筆、木
炭、コンテ等、コースにあった画材を使用する。次回のデッサ
ンの説明を行い、注意するべきポイントを学習します。

クロッキーの枚数を増やす。

2時間

第2回

デッサン--基本形態から、素材の表現、モチーフの制作
基本形態のトレーニングから、新たなモチーフの素材を観
察し描く。与えられた段ボール板を用いて立体物を制作し、それ
をモチーフとしてデッサンをおこないます。形を描くトレーニン
グして、様々な角度からスケッチしデッサンに入ります。

グレースケールの幅を広げる。

2時間

第3回

デッサン--制作したモチーフのデッサン
前回より描き始めたデッサンを完成に向けて仕上げていきます。
特に、素材感、陰影を意識してデッサンを完成させます。

デッサンの仕上げの補充

2時間

第4回

デッサン--課題の講評と新しいモチーフの制作
前回までの課題の講評をおこないます。各自の上達した点、ま
だ未熟な点などを確認し次の課題へと役立てていきます。
新たなモチーフの制作をおこないます。与えられたケン
ト紙を用い、定義された内容に沿って立体物を制作します。モ
チーフを良く観察し、スケッチからデッサンへと進めます。

デッサンの補充

2時間

第5回

デッサン--2個目のデッサンの仕上げと講評
前回から描き始めたデッサンを仕上ていきます。
素材感や陰影に加え、空間を感じさせるための描き方を習得しま
す。
課題の講評をおこないます。各自の課題を振り返り、さらに上
達した箇所、まだ描き足りない箇所を見直します。
講評を受け、再度、課題の修正に取り組み、完成度の高い作
品に仕上げます。
次週からの色彩課題についての説明もします。

デッサンの仕上げ

2時間

第6回

色の進出性と後退性
色の心理的効果として、進出、後退性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。 色の進出、後退性に関わる色彩構成課
題をおこないます。

色の進出性と後退性の課題制仕上げ

2時間

第7回

色の膨張と収縮性
色の心理的効果として、膨張と収縮性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。 色の進出、後退性に関わる色彩構成課
題をおこないます。

色の膨張性と進出性の課題仕上げ

2時間

第8回

色の透明視についてと課題講評
色の進出と後退、膨張と収縮に関する課題の講評から、新た
な色の視覚効果を学んでいきます。
色の透明視について、見え方、仕組みをテキストと参考例を中
心に学んでいきます。
色の重なりだけでなく、形の見え方が重要である点を学びます。

透明視の課題を制作

2時間

リズム感、反復、バランスに関する課題仕
上げ

2時間

アイディアスケッチの充実

2時間

透明視に関する色彩構成課題をおこないます。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行います。
第9回

画面構成-リズム感、反復、バランスに関して
画面構成をおこなっていく上でリズム感、反復、バランスに関し
て学んでいきます。
配色と形や構成の密接な関係を学びます。リズム感、反復、バラ
ンスに関する色彩構成課題をおこないます。 画面構成の応
用も含みますので、今まで学んできた全ての要素を意識し画
面を構成し、彩色していきます。

第10回

コース専門課題の導入と色彩課題講評
リズム感、反復、バランスに関する課題の講評をおこない、今ま
でのデッサン・色彩について振り返り技法や使用画材について
の知識をしっかりと習得します。
コース別の課題として与えられたテーマ「アクリルカ？ッ
シュと鉛筆を用いた表現」をコースの特性にあわせた形で制
作に入っていきます。
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第11回

アイディアスケッチから造形へ
「アクリルガッシュと鉛筆を用いた表現」からインテリアプロダ
クトでははカライドサイクルを制作していきます。
設計図自体は、シンプルですが無限に連続させる模様や使用す
る素材を検討しイメージ図からデザイン画を制作します。ま
た、コンセプトをしっかりとたてます。一人一人のアイディアス
ケッチを確認して、より良いイメージを構築していきます。

デザイン画の進行

2時間

第12回

製図と配色の検討

材料の準備。コンセプトボードの準備。作
品の仕上げから完成。

2時間

カライトドサイクルの製図を行います。どのような素材てでカラ
イドサイクルを制作するのか、また、鉛筆とアクリルガッ
シュが使用する素材とマッチするのかを検討。制作物として、ど
こに特徴やアピールポイントがあるのかも検討して制作の準
備に入ります。
再度、コンセプトを見直します。
第13回

立体への展開
選んだ素材を用いてカライドサイクルの制作に入ります。造
形ファクトリーや金工室での作業がありますので、早い段階にラ
イセンスを習得しておいてください。カライトドサイクルの仕
上げをおこないます。
また、次週のプレゼンンテーションへの準備をおこないます。こ
のクラスで学んだ内容を作品とともにプレゼンンテーションでき
るよう、クラスでのミーティングをおこないます。

プレゼンテーション準備

2時間

第14回

コース専門課題

プレゼンテーションの反省と今後の課題の発
見

2時間

これまでの学習内容の振りを全クラスでおこないます。
プレゼンテーションの方法は、自由ですが、クラス単位(2チー
ム程度)の発表とします。他のクラスがどのような事を学んでい
たのか、基礎から応用への方法などを学びます。
最終の学修達成度の確認を行います。
授業終了後1週間以内に作品を提出(期末試験として評価する)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎造形演習【GA】
阿部緑
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

染色作家として染色技法を用いた絵画的表現を追求し、国内外の展覧会への発表のキャリアを有する。
（全14回）

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象とした各コースの専門領域に移行するための基礎演習である。
前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッサンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコー
スの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必
要な基礎的スキルを高める。また、イメージやコンセプトを他者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩によ
る表現基礎を備え、それらを応用し表現する
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

対象を見て描き表す技術、また色彩絵を用い
て表現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩での表現を活用することがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩でのhy方言
的効果を知り、用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の表現効果を作品に活用する
ことができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階及び最終段階において、学修到達度を確認し、学生へのフィードバックを行う。

成績評価
注意事項等
原則としてすべての授業に出席することを評価の前提とする。規定回数以上の出席が無い場合は放棄とみなし、成績評価は行わない。ま
た、定められた課題の提出を行うこと。課題提出数が不足した場合は採点の対象としない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％

受講態度

： 主体的かつ情熱をもって課題に取り組み、創意工夫を試みる姿勢や、課題の規則や提出期限を厳
守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
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30％
学習到達度の確認

： 学修到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に無いが必要に応じて授業内で示す。個々の授業内容に応じて資料を作成、配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。
授業外学修に取り組むことに加え、各授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業について予習すること。また、授業内で完成しなかった課題制
作がある場合は完成させ、授業の遅れを取り戻すこと。
デッサン、素描系の学びは日常の自主的な実践が上達に繋がるため、常に対象物の観察と描写による再現を試みる訓練が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後の時間、月曜日の昼休み

場所：

授業の教室、美術アトリエ棟2階美術研究室

備考・注意事項： オフィスアワー以外、研究室を不在にしている際はメールで対応します。
abe@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デッサン演習① デッサンの基礎(振り返り)、グレースケー
ルの研究、人体クロッキー、学修到達度の確認について説明
本授業に臨むにあたり、前期に履修した「造形初動演習」におい
て習得したデッサンの基礎を再度確認し、用いる画材及び描く対
象を観察する際の注意事項、鉛筆で描写するための基礎的な技
術を学ぶ。異なる硬さの鉛筆を使い分け、白から黒までのグレー
スケールを作成し、モノトーンの調子を学ぶ。また、人体クロッ
キーを行い、人体の構造の把握と素早く形を捉え描くトレーニン
グを行う。
学修到達度目標について、この授業の学びと養われる力の説
明を行う。

授業内容の振り返りと、グレースケールを完
成させる。

4時間

第2回

デッサン演習② 描く対象の形の取り方、パースの理解と応用

授業内容の振り返り、パースについてしっか
り理解した上で、透視図法による作品を制
作する。

4時間

授業内容の振り返りと作品（質感表現）を完
成させる。

4時間

授業内容の振り返りと遠近感の表現を取得す
る。作品を完成させる。

4時間

モチーフの形態を正しく把握する方法を学ぶ。
透視図法（一点透視、2点透視、多点透視）を理解し、四角
形の立体感を正確に表現する方法を学び、デッサンに応用する。
第3回

デッサン演習③ 質感の表現
モチーフが有する様々な質感表現を学ぶ。
鉛筆の種類を使い分け、質感表現の幅を広げることにより、描写
力の質の向上を目指す。

第4回

デッサン演習④ 空間の把握及び表現
2～3点のモチーフ間の遠近を表現する方法を学ぶ。
鉛筆の使い分けやタッチ、色の調子を効果的に使うことによ
り、画面内に遠近感を表現する方法を学ぶ。

第5回

デッサン演習⑤ 様々な形態と質感の表現
今までの授業で習得した描写に関する知識と経験をもと
に、3点モチーフのデッサンを行う。
同一平面を意識し、正確にモチーフの形態、質感、空間を把
握し、総合的な描写表現を学ぶ。

授業内容の振り返りと作品を完成させる。

4時間

第6回

色彩演習①色の進出性と後退性について

授業内容を振り返り復習を行い、色の進出
性と後退性についての理解を深める。ま
た、授業内で完成できなかった課題を完成さ
せる。

4時間

授業内容を振り返り復習を行い、色の膨張
性と収縮性についての理解を深める。ま
た、授業内で完成できなかった課題を完成さ
せる。

4時間

授業内容を振り返り復習を行い、色の透明
視についての理解を深める。また、授業
内で完成できなかった課題を完成させる。

4時間

授業内容を振り返り復習を行い、画面構
成に必要な要素であるリズム、反復、バラン
スについて理解を深める。また、授業内で完
成できなかった課題を完成させる。

4時間

色の心理的効果として、進出、後退性に仕組みについて学ぶ。
テキストを中心に配色カードとアクリルガッシュを使用する。
色の進出、後退性に関わる色彩構成課題に取り組む。
第7回

色彩演習②色の膨張性と収縮性について

色の心理的効果として、膨張、収縮性の仕組みについて学ぶ。
テキストを中心に配色カードとアクリルガッシュを使用する。
色の膨張、収縮性に関わる色彩構成課題に取り組む。
第8回

色彩演習③色の透視性について、中間学修到達度の確
認とフィードバックの実施
色の進出、後退、膨張、収縮性に関する課題の講評から新た
な色の視覚的効果について学ぶ。
色の透視性について、見え方、仕組みを参考資料と共に学ぶ。
色の重なりのみではなく、形の見え方が需要である点を学ぶ。
透明視に関する色彩構成課題に取り組む。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

第9回

色彩演習④画面構成―リズム、反復、バランスに関して
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画面構成を行っていく上で必要な、リズム感、反復、バランスに
ついて学ぶ。
配色と形や構成の密接な関係について学ぶ。
リズム感、反復、バランスに関する色彩構成課題に取り組む。
画面構成の応用も含むため、今まで学んできた全ての要素を意
識して画面を構成し、彩色を行う。
第10回

コース専門課題①専門課題の導入、ストーリーとコンセプ
トの決定
コース専門課題として、ゲームアプリケーションデザインコー
スでは、各自のオリジナルストーリーから一番印象的な場面を選
択し、中心となるキャラクターの設定と背景描写を行う。
作品のためのストーリーを設定し、作品とする場面の選
択を行い、コンセプトを立てる。

ストーリーとコンセプトをまとめ、キャラク
ターを設定する。

4時間

第11回

課題②アイデアスケッチの作成

表現の可能性を考え、アイデアスケッチを完
成させる。

4時間

本画制作の継続を行い作品を進化させ、細
部の描写を重ね、全体的に完成度を上げる。

4時間

作品を完成させ、プレゼンテーションの準
備を行う。

4時間

課題作品の提出

4時間

作品のストーリー、コンセプトに準じ、必要とする画材（アクリ
ルガッシュや鉛筆、色鉛筆など）を考察し、ラフ画、アイデアス
ケッチを描く。
第12回

コース専門課題③本画の作成
アイデアスケッチをもとに本画の制作に入る。
用いる画材の特性や表現の可能性を効果的に生かし、コンセプ
トに沿った作品を目指す。

第13回

コース専門課題④本画の完成
本画の最期の仕上げを行い、完成に向かう。
また、次週のプレゼンテーションの準備を行う。

第14回

コース専門課題⑤ 課題作品の合評会（プレゼンテーショ
ン）とまとめ・最終学修到達度の確認の実施
これまでの学習内容、到達度の確認を行う。（最終ルーブリッ
クの実施）
コース別課題のプレゼンテーションを実施し、各自の作品につ
いコンセプト、表現の特徴、工夫などを含めて端的に発
表を行う。
自作の客観視と他者の作品を鑑賞することにより、表現の多様
性や技法について学ぶ。
最終学修到達度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

基礎造形演習【FC】
目良真弓
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
絵画制作と発表、研究活動をしている。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
芸術学部の1年生全員を対象にした各コースの専門領域に移行するための基礎演習です。前期造形初動演習に続く授業ですが、前期で学んだデッ
サンや色彩構成、クリエイターとしてあるべき姿勢を応用し、今後学びが深まるコースの専門性に合わせた課題を行います。課題制作やプレゼ
ンテーションを通して、コースの理解を深めるとともに、コースの専門学修に必要な基礎的スキルを高めます。またイメージやコンセプトを他
者に的確に伝えるための表現力、伝達力を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

鉛筆でのデッサンおよび描写の基礎、色
彩の基礎を理解し修得する。

デッサンで対象を表すことの基礎と色彩で
の表現基礎を備え、応用し表すことができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

対象を見て描き表す技術を、また色彩で表
現する基礎技術を修得する。

デッサンで対象を描く基礎を修め表すこ
と、および色彩の基礎を理解し色彩での表
現を活用し表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

対象をしっかりと視て描くことができる。色
彩の基礎的な表現の仕組みを修得する。

2 ．DP5.計画・立案力

課題の意図を正確に理解し、完成に向けた具
体的なアイデアやプロセスを提案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

対象を把握し描き表すこと、色彩での表現効
果を知り用いることができる。

4 ．DP7.完遂

デッサン、色彩の基礎を理解し、発展的な課
題に対しても、対象を把握し描き表現するこ
と、また、色彩の効果的な表現を用いて表
現することができる。

5 ．DP8.意思疎通

作品のコンセプトについて、他者に正確か
つ魅力的に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学修到達状況を中間、最終授業で確認し、学生へフィードバックします。これによって成長の度合いを自分で知ることができます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行えません。
また、定められた課題の提出をおこなうこと。課題提出が足りなければ採点の対象になりません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出作品

： 課題に対する理解度、クオリティの高さ、発想の独創性を評価する。
50％

プレゼンテーション

： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。
10％
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受講態度
30％
学修到達目標

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 学習到達目標を各DPを基準とした項目にて4段階で評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位(2コマ)の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を理解し、作品を完成し次回の授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日12:20～13:00

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室で指導します。詳細は授業時に説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

形態を観察し描くークロッキー・スケッチ
形態を観察し描きます。いろいろな形を捉え素早く描いていくこ
とに取り組みます。様々な角度から描くクロッキー、スケッ
チを行います。

クロッキー、スケッチのトレーニング

4時間

第2回

クロッキー・スケッチの展開
室内でのクロッキーを行う。 鉛筆、コンテ、ボールペンな
ど、各自の表現にあった描画材を使用しクロッキー、スケッ
チに取り組む。

多くのクロッキーに取り組む

4時間

第3回

人物クロッキー、スケッチ
クロッキーの展開。鉛筆、コンテ、ボールペンなどを使用し、人
物のクロッキー、スケッチをおこなう。多様なクロッキー、ス
ケッチに取り組む。
授業後半には全員の取り組みを確認します。各自の上達し
た点、まだ十分でない点などを確認し次の課題へと役立てていき
ます。対象をよく観察し、クロッキー、スケッチと進めていきま
す。

多様なクロッキー、スケッチの継続

4時間

第4回

クロッキー、スケッチの実践
日常生活の中での人の動きをクロッキー、スケッチします。大学
内の屋内、屋外で人の動きや姿をとらえて描くことに取り組みま
す。これまでのクロッキー、スケッチの実践展開として試みてい
きます。
授業後半には全員の取り組みを確認し、クロッキー、スケッ
チの講評を行います。

多様なクロッキー、スケッチの継続

4時間

第5回

クロッキー、スケッチの実践

クロッキー、スケッチの継続
の準備

4時間

まとめ

日常生活の中でのクロッキー、スケッチとして、大学内の屋内
外で人の動き、姿、その空間をとらえていきます。人物とその空
間を捉え、クロッキー、スケッチを試みていきます。
授業後半にはクロッキー、スケッチの講評を行い、全
員の取り組みを確認します。

色彩課題へ

第6回

色の進出性と後退性
色の心理的効果として、進出、後退性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。 色の進出、後退性に関わる色彩構成課
題をおこないます。

色の進出性と後退性の課題制仕上げ

3時間

第7回

色の膨張と収縮性
色の心理的効果として、膨張と収縮性の仕組みを学びます。
テキストを中心に、配色カードとアクリルガッシュを用い理
解し学んでいきます。 色の進出、後退性に関わる色彩構成課
題をおこないます。

色の膨張性と進出性の課題仕上げ

3時間

第8回

色の透明視についてと課題講評
色の進出と後退、膨張と収縮に関する課題の講評から新た
な色の視覚効果を学んでいきます。
色の透明視について、見え方、仕組みをテキストと参考例を中
心に学びます。色の重なりだけでなく、形の見え方が重要である
ことを学びます。透明視に関する色彩構成課題をおこないます。
(中間ルーブリック判定)授業の進捗状況を、ルーブリックをもと
に、自己評価し確認します。

透明視の課題を制作

3時間

第9回

画面構成-リズム感、反復、バランスに関して

リズム感、反復、バランスに関する課題仕
上げ

3時間

色彩表現の整理
て調べる

4時間

画面構成をおこなっていく上でリズム感、反復、バランスに関し
て学んでいきます。
配色と形や構成の密接な関係を学び、リズム感、反復、バラン
スに関する色彩構成課題をおこないます。 画面構成の応
用も含み、今まで学んできた全ての要素を意識し画面を構成し彩
色していきます。
第10回

色彩課題講評と専門的課題の導入
リズム感、反復、バランスに関する課題の講評をおこない、今ま
での描写・色彩について振り返り、技法や使用画材についての知
識をしっかりと修めます。
「アクリルガッシュと鉛筆を用いた表現」として、専門的な展開
課題に入ります。
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第11回

色彩表現の考察
色彩表現と視覚として「リピートデザイン」による構
成に取り組みます。各自「リピートデザイン」を考え、今ま
で学んできた全ての色彩の表現要素を活用し平面構成による表
現を行います。制作を通してイメージと表現について考察し、各
自のイメージへの表現を意識し構成、彩色によるテーマ制
作を行います。

構成の完成、彩色

第12回

リピートデザインと テーマ 色彩表現の考察
リピートデザインによる色彩構成を進め、テーマと表現につい
て考察します。
各自が選んだテーマをもとにリピートデザインによる画面構
成を行い作品化します。構成、色彩など、それぞれの造形要
素を活かしてテーマに向けての作品制作に取り組みます。

作品制作

制作記録（写真など）

4時間

第13回

リピートデザインと テーマ 作品制作の展開

作品の仕上げ・完成 とプレゼンテーション準
備

4時間

作品完成提出

2時間

テーマ制作課題の継続。構成、色彩など、それぞれの要素を活か
してテーマに向けた作品制作を進め完成します。
制作過程の記録（考察メモ、写真など）も併せて行う。
第14回

課題作品の合評会とまとめ
これまでの学修内容の振りを行います。
テーマ制作課題のプレゼンテーションを行い、どのような学びと
なったのか、それぞれの過程での考察、作品について
の個々の関わりについて、クラスで共有し、その成果を確認して
いきます。
また、授業の振り返りとして、課題への取り組みの自己評
価をルーブリックにより行います。(期末ルーブリック判定)
授業終了後1週間以内に作品を提出(期末試験として評価する)
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絵画作品を調べる

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

デザイン造形演習１（写真）
東郷憲志
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
フリーランスのフォトグラファーとして、広告を中心に日々写真撮影を行っている。

実務経験の概要

授業概要
今は誰もがスマートフォンのカメラで、簡単に綺麗な写真を撮って画像加工することができます。ただし、それらは他者が作った設定に頼った
ものであり、自分の意図するものでない場合もあります。
この講座では、基本的な写真の知識やカメラ機材の使用方法からスタートし、意図した写真を撮るための視点や、光や色を使う技術を習得でき
るよう、進めていきます。
また、視点や光、色の使い方は、使用する撮影機材が今後変化しても重要な要素であり、写真撮影だけでなく、他の分野の制作にも応
用が効く技術であると考えます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

デジタル写真撮影に対する基礎知識の習
得、カメラ操作、アングル決定、様々な被写
体の撮影実習。

カメラ操作や光と色を使い分けることで、自
分の意図する写真を撮影できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自分で思考し、試行錯誤を繰り返しつつ作
品の完成を目指すことができる。

2 ．DP7.完遂

制作計画から、作品完成ま
で、粘り強く取り組むことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小課題作品

： 各授業内での課題の内容。
35％

各授業ごとの授業外学修課題

： 各授業ごとの授業外学修課題
10％

実習姿勢

： 出席状況、撮影実習に対する取り組みの熱意、集中力。
30％

最終課題作品（期末試験）

： 最終課題作品の完成度
25％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業内で、大学の一眼レフカメラを使用して実習を行います。その際に各自が使用するSDカードを購入してください。（記憶容量16GB以上）
種類等が分からなければ、1回目の授業後の購入で構いません。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付ける。
（mail@1050photo.jp）。メールには必ず氏名と所属を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

写真撮影に対する概要
様々な写真のジャンル、機材、写真を素材にした他分野への活
用などの解説。実際にカメラ機材にも触れてみる。
（デジタル知識・写真で使用する画像ファイル形式について。）

様々なジャンルの写真を収集、各々の写真に
ついて考察し、自分自身の好きな写真の傾
向などを考察し、提出する。

2時間

第2回

写真撮影の基本的な知識（構図、焦点距離）
写真撮影において、定番とされる構図の解説と実習。
レンズの焦点距離によって変化する見え方の違いの解説と実習。
（デジタル知識・写真画像に最適なピクセル数について。）

構図を意識して写真を撮る。

2時間

第3回

写真撮影の基本的な知識（光と色）

授業で学習した光を意識して、写真撮
影を行い、提出する。

2時間

授業で学習した色を意識して、写真撮
影を行い、提出する。

2時間

写真の被写体に当たる光の質や方向によって変化する効果の解
説と実習。
色よって変化する写真の印象や効果の解説と実習。
（デジタル知識・明るさ調整の方法と違い）
第4回

写真撮影の基本的な知識（シャッタースピードと絞り）
シャッタースピードや絞りなどのカメラ設定の変化による撮影効
果の解説と実習。
モノクロ（白黒）写真の特徴と撮影実習。
（デジタル知識・RAW現像）

第5回

自然光を使って撮る（人）
自然光を生かした人物撮影方法の解説と実習。グループに分かれ
てカメラマン、アシスタント、モデルの役割を交代しながら撮
影する。被写体の背景による効果の違いにも意識できるようにす
る。
（デジタル知識・photoshopでの色補正）

自然光を使って料理を撮影し、提出する。

2時間

第6回

自然光を使って撮る（静物）

自然光をつかって静物撮影をして、提出す
る。

2時間

学校外の建築・空間写真を撮影して、提出す
る。

2時間

ハイキー、ローキーの写真を撮影して、提
出する。

2時間

自然光を生かした静物撮影方法の解説と実習。各自モチーフを選
定し、グループに分かれて撮影する。被写体の背景による効
果の違いにも意識できるようにする。
第7回

建物や空間を撮る
レンズを使った建築・空間撮影の解説と実習。グループに分かれ
て撮影を行う。
（デジタル知識・パース補正）

第8回

スタジオで人工の光を使って撮る（人）
スタジオで、照明機材を使った人物撮影方法の解説と実習。グ
ループに分かれてカメラマン、アシスタント、モデルの役割を交
代しながら撮影する。

第9回

スタジオで人工の光を使って撮る（静物）、平面作品の撮影方
法について
スタジオで、照明機材を使った静物撮影方法の解説と実習。各
自モチーフを選定し、グループに分かれて撮影する。

身の周りにある照明を使って静物撮影し
て、提出する。

2時間

第10回

複数の写真の構成を考えて撮影する

授業内課題とは違う方法で構成した内容の写
真撮影を行なう

2時間

webトップページで使用される横長の写真撮
影を行う

2時間

複数の写真で構成された作品や閲覧を前提とした写真撮影の解
説と実習。各自でテーマを考えて撮影する。
第11回

SNS向けの写真撮影を行う
インスタグラムやツイッター等、SNSに掲載することを前提にし
た写真を撮影する。

第12回

広告写真を撮る
広告写真を撮影する。

作品制作準備

2時間

第13回

作品制作
企画に基づいた作品制作。制作中に随時アドバイスを受ける。

作品制作

2時間

第14回

作品制作、発表、相互評価
作品制作、お互いの作品を鑑賞、相互にコメントをつける。

授業振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

デザイン造形演習２(グラフィック)
赤山朝郎
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

デザイン事務所でグラフィックデザイナーとして、企業や行政の広告、ロゴ、パンフレット、書籍、WEBのデ
ザインを制作（全14回）

授業概要
本授業はグラフィックデザインの基礎講座です。印刷物やＷｅｂ・デジタルメディアなど、あらゆる媒体において効果的な情報伝達を設計する
ことができるグラフィックデザインの理論や技法をコンピューターを使って学習します。紙面デザインのレイアウト設計、版面、組版、フォン
トの種類、図版と文字のバランスやリズムの付け方など、理論講座を行い、ビジネスカード、フライヤー、ページレイアウトなど演習課題を毎
回行うようにして、アプリケーションの操作スキルのアップを目指します。理論と技術が上がることで、表現できることが増えていく喜び
や、作ることの楽しみを味わってもらいたいです。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

グラフィックデザインの専門知識

紙面デザインのレイアウト設計、版面、組
版、フォントの種類、図版と文字のバラン
スやリズムの付け方などグラフィックデザイ
ンの専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

レイアウトデザインの専門技術

ビジネスカード、フライヤー、ページレイア
ウトなど、入稿準備まで行い、実際の制
作の流れを体験しながら、ビジュアルデザイ
ンを制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

独自性、創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。状況や必要に応じ、計
画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更、修正できる

2 ．DP6.行動・実践

発見した課題解決方法を具体的な作業とスケ
ジュールに落とし込むことができる。

3 ．DP7.完遂

色々な角度からの課題があっても、最後まで
あきらめず、オリジナリティを入れて完成す
ることができる

4 ．DP8.意思疎通

成果物の内容や価値について、正確かつ魅力
的に他者に伝えることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

自分の考えや思いを伝えるためにどうすれ
ば良いのか思考し、相手の立場にたった誠
実なコミュニケーションができるようにな
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画アイデア

： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
30％

授業内課題、試験評価（ 課題提出）
： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
50％
発表・プレゼンテーション

： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
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10％
振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に２段階で評価します。 （10点、5点）
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
One Day Esquisse:考える「視点」がみつかるデザインの教室: 日々の発想をかたちにする、見ること・つくることの練習 原田 祐馬（著）
発行元：誠文堂新光社、 デザイン解体新書 工藤 強勝（著） 発行元：ワークスコーポレーション、 なるほどデザイン〈目で見て楽し
む新しいデザインの本。 筒井 美希（著） 発行元：エムディエヌコーポレーション

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： メールまたは、土曜の出勤日は終了直後、教室にて質問を受付けます。
メールアドレス：asaoakayama@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

理論講座「フォント演出」／課題１「ビジネスカードデザイ
ンA」
●定番のフォント、またその演出方法や、組版まで、モリサ
ワの組版や教員のデザイン活動を事例交えつつ解説します。
●使いたい英語と日本語の書体を一つ選んでもらい、モノク
ロでビジネスカードを制作します。

第2回

理論講座「フォントと絵」／課題2「アートポストカード」
●絵にフォントがレイアウトされることで、飾りたくなるアート
ポスターとなっている事例を解説します。
●A3サイズの紙に、生き物をテーマに一発書きで線画を複数枚
描いてもらいます。そのあとコンピューターで取り込み、線画を
でトレースし、作品タイトルを英語でレイアウトし、アートポス
ターとして仕上げます。

自分の持っているものや、身の回りにある文
字で、使ってみたい、または気になるもの
を10種集めてください。

2時間

初対面の相手に、自分のことや、イメージを
うまく伝えるのに役立つ名刺のラフ案を6案
考えてください。

2時間

第3回

理論講座「フォント分解」／課題3「ビジネスカードデザイ
ン2」
●定番のフォントを分解・加工し、文字を作る方法を解説しま
す。
●自分の漢字を一文字を選んでもらい、分解・加工して、漢
字を作ってもらいます。
●ラフデザインをチェックして案を絞り、方向性を決めます。

決まった案に対して、カンプ制作を行なって
ください。

2時間

第4回

理論講座「印刷と紙」／課題3

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください

2時間

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください

2時間

教員よりアドバイスを受けた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。次
回の授業には10部プリントアウトして提出し
てください。

2時間

家の中から24色の色を集めて、特別な色見
本を作成してください。またその色に名前を
つけて資料としてまとめてください。

2時間

カンプチェック＆制作指導

●どんな紙に印刷するかで、仕上がるものの印象が変わること
を事例とともに解説します。
●カンプ（A4サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習。
第5回

課題3

カンプチェック＆制作指導

●カンプ（A4サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習。
第6回

制作チェック・プレゼンテーションの準備

●個別チェック、DTP、入稿データの制作指導、中間ルーブリッ
クの実施、学生へフィードバック。
第7回

全体講評プレゼンテーション／課題4「フライヤーデザイン」説
明
●作成した名刺を並べる、並べてみたときに目立つものや、印
象に残るものなど、講評を受けて自身で振り返る。
●色と文字で構成されたフライヤーを制作します。

第8回

理論講座「グリッドレイアウト」/課題4アイデアチェック＆制
作指導
●情報を整理し、美しく魅せるグリッドレイアウトで作成され
たデザインの事例を参考資料に解説します。
●色見本のチェック。
●文字情報を決定し、デザインの方向性を検討します。

決まった案に対して、カンプ制作を行なって
ください。

2時間

第9回

課題4

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください

2時間

作品のタイトルと、紹介する文章を、それぞ
れ本文200文字以内で作ってきてください。

2時間

●カンプ（A4サイズノビにプリントアウト）チェック。必
要に応じてDTP演習。
●講評を受けて自身で振り返る。
第10回

理論講座「レイアウトの基本設計」課題5「紙面レイアウト」
●雑誌やを参考資料に、紙面レイアウトに必要な基本設計を解
説します。
●課題5 見開きで紙面レイアウトを制作します。タイト
ルは「DESIGN DIGEST」で、課題１、課題２、課題３ 課題4を見
開きで紹介するページです。
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第11回

課題5

カンプチェック＆制作指導導

●カンプ（A3サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習。
第12回

個別チェック

プレゼンテーション講義

●個別の制作チェック。
●入稿データの制作指導。
●パワーポイントを使ってのプレゼンテーションの方法や、資料
制作についての講義を行います。
第13回

プレゼンテーションと講評
この授業で制作した作品について、全員がプレゼンテーショ
ンを行い、講評を行います。

第14回

全体総括
授業全体を振り返り、教師が総評します。書体選び、レイアウ
トについて、授業総括を行います。授業全体のルーブリックの実
施、振り返りシートの作成、学習成果の可視化（ポートフォリ
オ）終了後一週間以内に作品提出（定期試験対象）
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教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください

2時間

次回授業で全員の前で一人ずつプレゼンテー
ションを行います。持ち時
間は1人3分。話す内容について事前にきちん
と練習し、持ち時間内にプレゼンテーショ
ンを終えられるように準備してきてくださ
い。

2時間

発表した作品に指摘、調整部分ある場合は修
正を行なってください。

2時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。eポートフォリ
オにアップしてください。

2時間
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デザイン造形演習２（グラフィック）

授業科目名

諏訪弘幸

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

アートディレクター・グラフィックデザイナーとして、企業・行政・学校の広告、ロゴマーク、雑誌、書
籍、WEBサイトなどのデザインを制作（全14回）

授業概要
本授業はグラフィックデザインの基礎講座です。紙媒体、Ｗｅｂ・デジタルメディアなど、あらゆる媒体において効果的な情報伝達を設計する
ことができるグラフィックデザインの理論や技法をコンピューターを使って学修します。
レイアウトデザインの設計、全体の流れ・大小のバランス・文字組の基礎（フォントの種類・文字詰め・行間）の理論講座と、ビジネスカー
ド、フライヤー、ページレイアウトなど演習課題を毎回行い、アプリケーション操作のスキルアップとグラフィックデザインの基礎習得を目
指します。理論と技術の向上により、表現の幅が広がり制作の効率化にも役に立つ内容です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

グラフィックデザインの専門知識

紙面デザインのレイアウト設計、全体の流れ
を考えながら大小のバランスをつける・文字
組の基礎（フォントの種類・ベタ組みとツ
メ組み・行長と行送り）などグラフィックデ
ザインの専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

レイアウトデザインの専門技術

ビジネスカード、フライヤー、ページレイア
ウトなど、入稿準備まで行い、実際の制
作の流れを体験しながら、ビジュアルデザイ
ンを制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

独自性、創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。状況や必要に応じ、計
画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更、修正できる。

2 ．DP6.行動・実践

発見した課題解決方法を具体的な作業とスケ
ジュールに落とし込むことができる。

3 ．DP7.完遂

色々な角度からの課題があっても、最後まで
あきらめず、オリジナリティを入れて完成す
ることができる。

4 ．DP8.意思疎通

成果物の内容や価値について、正確かつ魅力
的に他者に伝えることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

自分の考えや思いを伝えるためにどうすれ
ば良いのか思考し、相手の立場にたった誠
実なコミュニケーションができるようにな
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合
個人評価

評価の基準

企画アイデア

： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
50％
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発表・プレゼンテーション

： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
10％

振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に２段階で評価します。 （10点、5点）
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。 筒井 美希（著） 発行元：エムディエヌコーポレーション
ノンデザイナーズ・デザインブック Robin Williams（著） 発行元：マイナビ出版
デザインのデザイン 原 研哉（著） 発行元：岩波書店
フォントのふしぎ ブランドのロゴはなぜ高そうに見えるのか？ 小林 章 (著) 美術出版社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日1～2限

場所：

授業の教室

備考・注意事項： メールまたは、木曜の出勤日は終了直後、教室にて質問を受付けます。
suwandesign@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

理論講座「フォント演出」／課題１「ビジネスカードデザイ
ンA」
普段よく目にする有名ブランドや雑誌のロゴに使用されてい
るフォントなど、事例をあげながら紹介。
フォントの基本的な演出方法を解説します。
欧文と和文フォントを各1点選択し、ビジネスカードをモノク
ロで制作します。

第2回

理論講座「フォントと絵」／課題2「アートポストカード」
● 絵にフォントがレイアウトされることで、飾りたくなるアー
トポスターとなっている事例を解説します。
● 紙に生き物をテーマにシンプルな線画を複数枚描き、下絵と
してパソコンに取り込みトレース。作品タイトルを英語でレイア
ウトし、アートポスターとして仕上げます。

自分の持っているものや、身の回りにある文
字で、使ってみたい、または気になるもの
を10種集めてください。

4時間

初対面の相手に、自分のことや、イメージを
うまく伝えるのに役立つ名刺のラフ案を6案
考えてください。

4時間

第3回

理論講座「フォント分解」／課題3「ビジネスカードデザイ
ンB」
● 定番のフォントを分解・加工し、文字を作る方法を解説しま
す。
● 自分の名前から漢字を1文字選択、分解・加工して、オリジナ
ルの漢字を制作。
● ラフデザインをチェックして案を絞り、方向性を決めます。

決まった案に対して、カンプ制作を行なって
ください。

4時間

第4回

理論講座「印刷と紙」／課題3

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください。

4時間

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください。

4時間

教員よりアドバイスを受けた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。次
回の授業には10部プリントアウトして提出し
てください。

4時間

家の中から24色の色を集めて、特別な色見
本を作成してください。またその色に名前を
つけて資料としてまとめてください。

4時間

カンプチェック＆制作指導

● どんな紙に印刷するかで、仕上がるものの印象が変わること
を事例をあげて解説します。
● カンプ（A4サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習
第5回

課題3

カンプチェック＆制作指導

● カンプ（A4サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習。
第6回

制作チェック・プレゼンテーションの準備

個別チェック、DTP、入稿データの制作指導、中間ルーブリッ
クの実施、学生へフィードバック。
第7回

全体講評プレゼンテーション／課題4「フライヤーデザイン」説
明
● 作成した名刺を並べる、並べてみたときに目立つものや、印
象に残るものなど、講評を受けて自身で振り返る。
● 色と文字で構成されたフライヤーを制作します。

第8回

理論講座「グリッドシステム」/課題4アイデアチェック＆制作
指導
● 情報を整理し、美しく魅せる「グリッドシステム」で作成さ
れたデザインを事例をあげて解説します。
● 色見本のチェック。
● 文字情報を決定し、デザインの方向性を検討します

決まった案に対して、カンプ制作を行なって
ください。

4時間

第9回

課題4「フライヤーデザイン」

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください。

4時間

作品のタイトルと、紹介する文章を、それぞ
れ本文200文字以内で作ってきてください。

4時間

● カンプ（A4サイズノビにプリントアウト）チェック。必
要に応じてDTP演習。
● 講評を受けて自身で振り返る。
第10回

理論講座「レイアウトの基本設計」／課題5「紙面レイアウト」
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● 雑誌を参考資料に、紙面レイアウトに必要な基本設計を解
説します。
● 課題5 見開きで紙面レイアウトを制作します。タイト
ルは「DESIGN DIGEST」で、課題１、課題２、課題３ 課題4を紹
介するページ構成です。
第11回

課題5

カンプチェック＆制作指導

● カンプ（A3サイズにプリントアウト）チェック。必要に応じ
てDTP演習。
第12回

個別チェック

プレゼンテーション講義

● 個別の制作チェック。
● 入稿データの制作指導。
● プレゼンテーションの方法や、資料制作についての講
義を行います。
第13回

プレゼンテーションと講評
この授業で制作した作品について、全員がプレゼンテーショ
ンを行い、講評を行います。

第14回

全体総括
授業全体を振り返り、教師が総評します。書体選び、レイアウ
トについて、授業総括を行います。授業全体のルーブリックの実
施、振り返りシートの作成、学習成果の可視化（ポートフォリ
オ）終了後一週間以内に作品提出（定期試験対象）

109

教員よりアドバイスを受けた修正作
業を行なってください。

4時間

次回授業で全員の前で一人ずつプレゼンテー
ションを行います。持ち時間は1人3分。
話す内容について事前にきちんと練
習し、持ち時間内にプレゼンテーショ
ンを終えられるように準備してきてくださ
い。

4時間

発表した作品に指摘、調整部分ある場合は修
正を行なってください。

4時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。eポートフォリ
オにアップしてください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

デザイン造形演習３（webデザイン）
三浦美穂
２、３年

開講時期

前期・後期

単位数

2

演習

該当する
Webデザイナーとして、企業のWebサイトやWeb広告のデザインを制作。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、一般的な制作現場におけるワークフローに沿った流れでWebサイト制作の基礎を学びます。サンプルサイトや課題の作成を通じ
て、Webサイト制作において必要とされる力（課題を明確にして制作物を企画する力、Webに適した画面設計・デザインを行う力、HTML/CSSを理
解し扱うことができる力）を総合的に習得できるように指導します。またワークフローを実践することで、各工程における役割分担や連携を理
解し、多角的な視点からWeb制作への理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

HTML,CSS等、Webサイトのコーディングにつ
いての専門知識

HTML,CSSを使ってWebサイトのコーディン
グを行うことができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Webにおける画面設計やグラフィック表
現の専門知識

Webサイトのワイヤーフレームおよびデザイ
ンカンプを制作することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

情報収集や分析を活かして、企画を考案する
ことができる

2 ．DP8.意思疎通

制作物の要点を分かりやすく説明することが
できる

3 ．DP6.行動・実践

問題点を解決するための行動ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。最終課題70点、その他の課題30点で評価する。
● 最終課題のクリアすべき事項
1) 課題に対し、適切な企画の立案ができている。
2) Webの特性を踏まえて画面設計とビジュアルデザインができている。
3) ブラウザで見ることができる形でHTML/CSSを作成できている。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）最終課題1
30％
試験（作品提出）最終課題2

： 最終課題のクリアすべき事項（1～3）の3点を満たした最終課題を期限内に提出し、プレゼンテー
ションを行う
： 提出された最終課題を企画/デザイン/HTML/創意工夫の4つの観点で評価する

40％
その他の課題1

： 最終課題以外の課題の提出状況
20％

その他の課題2

： 講義内での演習やグループワークにおいて、前向きな取り組みが出来ている
10％

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

栗谷幸助、おのれいこ、藤本勝
己、村上圭、吉本孝一

・

出版社

初心者からちゃんとしたプロに
なる Webデザイン基礎入門

出版年

・ エムディエヌコーポレーション

・

2019 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
最終課題が提出されなかった場合、成績評価を行わない。
デザイン作成時にAdobe Illustrator、Photoshop、Xdを使用する。いずれかを使えるように予習を行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業前後の質問歓迎。その他連絡を取りたい場合は、メールアドレスに連絡のこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Webワークフロー概論、Webデザイン基礎講座(1) HTML/CSS 復習
本講義の目的と全体の計画を理解し、Web制作における基礎知
識と制作の流れを学ぶ。後半でHTML/CSSの記述方法を復習する。

シラバスの確認、HTML/CSSを復習する。

2時間

第2回

Webデザイン基礎講座(2) シングルページのサイト作
成～HTML編～
HTML/CSSの記述方法を学び、シングルページのサイトを制作す
る。1回目はコーディング全体の流れを理解し、HTMLのマーク
アップを行う。

HTML/CSSを復習する。

2時間

第3回

Webデザイン基礎講座(3) シングルページのサイト作
成～CSS編～
HTML/CSSの記述方法を学び、シングルページのサイトを制作す
る。2回目はCSSによるスタイリングを行う。

HTML/CSSを復習する。

2時間

第4回

Webデザイン基礎講座(4) シングルページのデザイン作成と反
映、発表
Illustrator、Photoshop、Xd を使用してデザインカンプを作
成する方法を学ぶ。第2回・第3回で作成したシングルページのサ
イトに、作成したデザインを適用し、デザインの意図を発表す
る。

様々なサイトを見てデザインの情報収集をす
る。HTML/CSSを復習する。

2時間

第5回

Webデザイン応用講座(1) レスポンシブサイト作成～HTML編～

様々なサイトを見てレスポンシブサイ
トを知る。HTML/CSSを復習する。

2時間

レスポンシブサイトを制作する。1回目はコーディング全
体の流れを理解し、HTMLのマークアップを行う。
第6回

Webデザイン応用講座(2) レスポンシブサイト作成～CSS編～
レスポンシブサイトを制作する。2回目はCSSによるスタイリン
グとレスポンシブ対応を行う。

HTML/CSSを復習する。

2時間

第7回

企画と設計(1)：画面設計の考え方とワイヤーフレーム
Webサイトの画面設計について学び、ワイヤーフレームを制作す
る。中間ルーブリックの実施

Xdの使用方法を復習する。

2時間

第8回

企画と設計(2)： 最終課題の企画と設計

最終課題で制作するものを考え、素材（テキ
スト・画像など）を準備する。

2時間

最終課題に必要な素材（テキスト・画像な
ど）を準備する。

2時間

企画の考え方を学び、最終課題の企画書とワイヤーフレームを作
成する。
第9回

デザイン：最終課題のデザイン1
最終課題のデザインカンプを作成する。デザインカンプの中
間チェックを行い、修正やブラッシュアップを行う。

第10回

デザイン：最終課題のデザイン2
最終課題のデザインカンプを完成させる。コンテンツを準
備し、デザインに反映する。

中間チェックの内容をデザインに反映する。

2時間

第11回

コーディング(1)：最終課題のコーディング1

HTML/CSSを復習する。作業の総量を把
握し、進め方を検討する。

2時間

最終課題のコーディングを行う。コーディング全体の流れを計
画し、ベースとなるページを作成する。
第12回

コーディング(2)：最終課題のコーディング2
最終課題のコーディングを行う。各ページのコーディングを進め
る。

HTML/CSSを復習する。

2時間

第13回

コーディング(3)：最終課題のコーディング、動作チェック
最終課題のコーディングを行う。全ページのコーディングを完
成させ、動作チェックを行う。

コーディングを完成させ、動作確認をする。

2時間

第14回

プレゼンテーションと講評

最終課題の提出準備をする。プレゼンテー
ションで話す内容を考える。

2時間

最終課題のプレゼンテーションを行う。最終課題を提出する。最
終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

デザイン造形演習４（３DCG）
吉本大輝
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業フィギュア・玩具のデザイン・3DCAD設計・3D造形・企画・コンセプト・製造・パッケージデザイ
ン。(全14回)

授業概要
●●●3Dデジタル造形を学ぶ●●● 3DCGデジタル彫刻アプリケーション「ZBrush」を未習得の学生を対象に基本操作と作品制作、3Dプリン
ターによる出力までのデジタル造形に必要な全ての工程を学びます。また3D技術を、絵画やイラストなどの平面作品に活用する方法を学ぶ。各
学生がデザインから考えマテリアルを構築し、写実的なモデリングから、ポロジーとサブディビジョンレベルを意識し、Zmodelerを活用したサ
ブディビジョンモデリングまでの習得を講義内容とします。写実的なモデリングには描写力が必要となりますので、デッサン的な視点を養うた
めの講義も行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

イラストや作品制作に活用できる3Dモデリン
グの専門知識を学ぶ。

3Dモデリングソフトの基本的な操作を理
解し、立体的に表現する技術を身に付けて作
品を制作する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

平面の2D情報から立体作品に落と
し込む力を習得する。

構造の理解が必須となるためモチーフをよ
く観察し、破綻のない立体作品を制作する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題の内容や目的を理解し、創造的発想
力を活かした表現を考え、実際に制作する。
とで「課題発見・問題解決力」を養う。

2 ．DP7.完遂

3Dの工程を理解し、制作のスケジュー
ルを立てクオリティの高い作品を完成させ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、リーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の取り組み方

： すべての課題を提出しているか否か。
10％

課題提出期限の厳守

： 指定された提出期限を守れたかどうか。遅れた場合には減点する。
10％

試験(作品提出)

： 造形力、ソフトの操作などのポイントをクリアしてるかどうか。
40％

発想、アイデア
40％

： 既存のアイデアの範疇を超えるべく、最初に考えたアイデアのままではなく、アイデアをさら
に発展させることができているかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし。随時ワークシートや補足資料を配布する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
履修する学生さんへ
授業外での制作は、各自が作る作品の密度やボリューム感に合わせ、課題提出締切を加味した制作スケジュールを立てるようにする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

南館2階研究室

備考・注意事項： まずは研究室にいらっしゃる助手さんにお伝えください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、3Dモデリング(ZBrush)導入、課題１
入
授業のオリエンテーション、3Dモデリングの基礎解説、課
題１ 導入

第2回

第3回

導

デザイン画を描く

2時間

基礎的な造形説明、ダイナメッシュモデリング基礎１
デザイン画添削、制作個別面談
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング

操作のおさらい、反復練習

2時間

作品制作、ダイナメッシュモデリング基礎２

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、ダイナメッシュモデリ
ング応用２

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

授業全体の振り返りを行い、資料、作品
等を整理しておく

2時間

ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める
第4回

作品制作、ダイナメッシュモデリング基礎３
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

第5回

作品制作、ダイナメッシュモデリング応用１
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

第6回

3D出力準備
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
3Dプリンターで出力するための工程を学ぶ
課題１のデータ提出

第7回

3Dプリンターでの出力品の表面処理、課題１ 合評、課題2
入
3Dプリンターでの出力品のの表面処理
課題１中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
課題２ 導入、ラフスケッチ(パース画)

第8回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎１

導

ラフスケッチ(パース画)添削、制作個別面談
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める
第9回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第10回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第11回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用１
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第12回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第13回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第14回

制作、最終合評
作品提出、合評
3Dモデルの2D作品への活用
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化(ポートフォリオ)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

美術・デザイン学外演習
熊倉一紗・加藤隆文
1～4年

開講時期

前期・後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
美術・デザインの作品を通じた「コミュニケーション」の現場
さまざまな「作品」は、美術館やギャラリーといった空間に「展示」されて「見る人」へと届けられます。この授業では、どのような「展示空
間」が社会のなかに存在し、それらがどのように運営され、またどのような社会的役割を担っているのかについて、見学を通じて実践的に学ん
でゆきます。見学先は幅広くヴァリエーションをもたせ、一部受講者からの意見や要望も取り入れます。
※社会状況や見学先の都合等により、見学回数や見学先が変更になることがあります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

関西の美術館・ギャラリーに関する専門知
識の獲得

関西の主な美術館の性格や社会的役割につい
て、具体的な展覧会・展示作品を通じて分
析し、コメントすることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多様な美術・デザインのかたちに幅広く関
心を持ち、柔軟な発想でそれを享受し、自ら
の発想や活動に活かすことができる。

2 ．DP6.行動・実践

展覧会の見学に際して、事前準備、実際の見
学、そして振り返りというステップを主体
的かつ積極的に遂行することができる。

3 ．DP8.意思疎通

美術館学芸員のミニレクチャー等の機会を積
極的に捉えて、適切な質問や受け答えをする
ことができる。

4 ．DP10.忠恕の心

学外見学時に、大阪成蹊大学の学生として
のマナーを守り、実社会の中で適切な振舞い
をすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

見学時の品行・態度

： 見学先での態度や授業への参加態度を総合的に評価する。
10％

見学報告書
60％
試験（レポート）
30％

： 毎回の学外見学を振り返って各自が執筆する「見学報告書」によって、見学内容の理解度、表現
力、独自の視点を評価する。
： 授業での継続的な学びにより身についた知識や教養を問うレポートを課す。学修内容の理解度、表
現力、独自の視点を評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献：必要に応じて授業中に適宜指示します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜２限

場所：

南館２階「情報デザイン研究室」

備考・注意事項： 授業中に指示するメールアドレスでも質問等を受け付ける。面談希望の場合は事前にメールでアポイントメントをとること
が望ましい。また、学外授業時の緊急連絡先は初回授業時に伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

美術館とギャラリーの社会的役割
・授業の内容、見学計画などについて説明します。
・社会におけるさまざまな「展示空間」の在り方を概観します。

配布資料による予復習

4時間

第2回

京都の美術館とギャラリー／実地見学１（仮）
京都国立近代美術館、京都市美術館、京都芸術センター、京都文
化博物館など、京都の美術館やギャラリーとその展示を見学しま
す。

見学報告書の作成

4時間

第3回

京都の美術館とギャラリー／実地見学２（仮）
京都国立近代美術館、京都市美術館、京都芸術センター、京都文
化博物館など、京都の美術館やギャラリーとその展示を見学しま
す。

見学報告書の作成

4時間

第4回

京都の美術館とギャラリー／実地見学３（仮）
京都国立近代美術館、京都市美術館、京都芸術センター、京都文
化博物館など、京都の美術館やギャラリーとその展示を見学しま
す。

見学報告書の作成

4時間

第5回

大阪の美術館とギャラリー／事前学習（仮）
視聴覚資料などを通して、学外見学にかかわる学習をおこないま
す。

配布資料等による予復習

4時間

第6回

大阪の美術館とギャラリー／実地見学４（仮）
国立国際美術館、大阪市歴史博物館、大阪市立美術館、舞洲工
場、アルフォンス・ミュシャ館など、大阪の美術館やギャラ
リーとその展示を見学します。

見学報告書の作成

4時間

第7回

大阪の美術館とギャラリー／実地見学５（仮）
国立国際美術館、大阪市歴史博物館、大阪市立美術館、舞洲工
場、アルフォンス・ミュシャ館など、大阪の美術館やギャラ
リーとその展示を見学します。

見学報告書の作成

4時間

第8回

大阪の美術館とギャラリー／事前学習（仮）
視聴覚資料などを通して、学外見学にかかわる学習をおこないま
す。

配布資料等による予復習

4時間

第9回

大阪の美術館とギャラリー／実地見学６（仮）
国立国際美術館、大阪市歴史博物館、大阪市立美術館、舞洲工
場、アルフォンス・ミュシャ館など、大阪の美術館やギャラ
リーとその展示を見学します。

見学報告書の作成

4時間

第10回

兵庫の美術館とギャラリー／事前学習（仮）
視聴覚資料などを通して、学外見学にかかわる学習をおこないま
す。

配布資料等による予復習

4時間

第11回

兵庫の美術館とギャラリー／実地見学７（仮）
兵庫県立美術館、神戸市立博物館、芦屋市立美術博物館、ヨドコ
ウ迎賓館など、兵庫の美術館やギャラリーとその展示を見学しま
す。

見学報告書の作成

4時間

第12回

兵庫の美術館とギャラリー／事前学習（仮）
視聴覚資料などを通して、学外見学にかかわる学習をおこないま
す。

配布資料等による予復習

4時間

第13回

兵庫の美術館とギャラリー／実地見学８（仮）
兵庫県立美術館、神戸市立博物館、芦屋市立美術博物館、ヨドコ
ウ迎賓館など、兵庫の美術館やギャラリーとその展示を見学しま
す。

見学報告書の作成

4時間

第14回

振り返り

授業全体の総復習と授業全体を踏まえたレ
ポートの作成

4時間

受講者同士での意見交換や視聴覚資料などを通して、授業全
体を振り返ります。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習１（街づくり）
山中コ～ジ
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

実務としてワークショップ型で地域の人々との街づくりを行っており、その経験を活かした授業とする。
（全14回）

授業概要
岡山県真庭市は古くから杉や檜を中心とした木材産地の一つとして西日本を中心に広く使用されていました。
現在はウッドショックに日本は見舞われ日本産木材も多く使用されていますが、最大の理由としては輸入木材に比べて低コストで入手できるか
らであり、日本産木材だからという理由ではありません。
また、ウッドショックが無くなれば輸入木材の価格が下がり、日本産木材は販売しづらい割高の木材となります。
価格ではなく、日本産木材とりわけ真庭産木材の魅力を再発見し、社会に発信できる商品を考えます。
具体的には家具（椅子、テーブル）のデザインを考え提案をします。
検討した家具は真庭市内での展示や優秀なデザイン案は制作して大阪御堂筋にあるCAFEにて展示し実際に使用します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に求めらえている「街づくり」の目
標と、役割を理解した上で企画を検討し、デ
ザインと制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題が持つ課題、本授業の場合は社会課題に
も共通するが、それらの課題発見をサーベ
イを行うことで発見する。

2 ．DP8.意思疎通

教員、学生に加えて、外部の人に対しても円
滑なコミュニケーションが取れる力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

本授業はグループワークを色々な場面で行う
が、自分がグループの中で履行すべき事
柄の理解と、それを踏まえた行動ができる能
力を養う。

学外連携学修
有り

(連携先：岡山県真庭市)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
50％
企画アイデア

： 授業での諸活動への個人としての参加状況と共同としての参加状況を、成果物を通して授業への理
解として判定します。
： 自身の得意分野に基づいた企画、アイデアが適切に発揮できているかを判定します。

20％
事後レポート・研修報告プレゼンテー
ション、期末試験

： 最終成果物として、レポート及びプレゼンテーテーションを行う事で、自身がどのような活
動を納めたか、街づくりに貢献できたかを判定します。
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20％
学習到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
杉でつくる家具（グラフィック社）
その他、授業ないで適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日６限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応する。（yamanaka-k@osaka-seikei.ac.jp）Eメー
ル件名としては「プロジェクト演習1」について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プロジェクト演習授業についての説明～真庭市ついて～
真庭市について、これまで実践で行って来た取り組みのレク
チャーを行う。

レクチャーを受けてレポートを提出。400字程
度

2時間

真庭市の製材所見学で学んだ事柄についてレ
ポート。400字程度

2時間

真庭市の木工所見学で学んだ事柄についてレ
ポート。400字程度

2時間

真庭市関連レクチャービデオを視聴し感
想をレポート400字にまとめる。

2時間

1.真庭市についての説明
2.建築家の椅子展2021では真庭産木材を使用した椅子のデザイ
ンを建築家8組が行っており、その家具デザインについてレク
チャーを行う。
3.授業全体のガイダンス
「学習到達度の確認」について説明
第2回

学外授業：真庭市見学 1ー①
蒜山高原
真庭市内
真庭市内

グリーナブル ヒルゼンへの見学
製材所見学（檜工場）
製材所見学（杉工場）

移動はバスを検討
第3回

学外授業：真庭市見学 1ー②
真庭市内 木工所見学会３カ所
木工作家からのレクチャーを聞く
移動はバスを検討

第4回

課題：真庭産木材の魅力と可能性についてディスカッション
真庭市見学を基にした真庭産木材の魅力を各自が出し合い、ど
の様な家具のデザインが可能かについてシスカッションを行う。
意見を統一するのではなく、各自が独自の魅力や可能性について
の意見を持つことを目指す。

第5回

デザイン検討１：真庭産木材を用いた家具デザインの検討
杉や檜を想定し家具のデザインを検討する。
教員から毎回チェックを受け、ブラッシュアップを重ねる。

家具デザインのスケッチを行う。基本編

2時間

第6回

デザイン検討２：真庭産木材を用いた家具デザインの検討
杉や檜を想定し家具のデザインを検討する。
教員から毎回チェックを受け、ブラッシュアップを重ねる。
デザインの決定を行う。

家具デザインのスケッチを行う。中間編

2時間

第7回

デザイン検討３：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（模
型制作）
決定した家具デザインを基にスタディ模型の制作。
模型制作をしながらデザインのブラッシュアップを行う。

模型制作及び図面作図

2時間

【中間】学習到達度の確認
第8回

デザイン検討4：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（図
面と模型制作）
模型制作をしながら図面を作図する。
模型と図面を同時に進めることで、デザインのブラッシュアにも
つなげる。

図面の作図と模型制作

2時間

第9回

デザイン検討4：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（中間
発表及びディスカッション）
作図した図面と模型を基に中間発表を行う。
発表を基に学生も交えてディスカッションを行う。

中間発表で出た内容の振り返りを行い、図
面と模型に結びつける。

2時間

第10回

デザイン検討5：真庭産木材を用いた家具デザインの完成にむけ
て
図面の作図と模型制作を行う。
真庭市との関連についても可視化できるようにするなど。

作図作業と模型制作作業を行う。

2時間

第11回

デザイン検討6：真庭産木材を用いた家具デザインの完成直前
図面の作図と模型制作を行う。
家具の実作を行う学生は実作の作成を行う。
真庭市との関連についても可視化できるようにするなど。

作図作業と模型制作作業を行う。実作作り。

2時間
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第12回

デザイン検討7：真庭産木材を用いた家具デザインの完成直前
プレゼンテーション用の資料作成。
真庭市の資料整理、図面及び模型の完成。
実作制作の学生は実作の作成。

プレゼンテーションボードに盛り込む資
料の作成

2時間

第13回

デザイン検討8：真庭産木材を用いた家具デザインの完成及びプ
レゼンテーションボード
プレゼンテーション用の資料作成とレイアウト。
真庭市の資料整理、図面及び模型の完成。
実作制作の学生は実作の作成。

プレゼンテーションボード制作。実作作り

2時間

第14回

プレゼンテーションと振り返り

プレゼンテーションにより振り返り内容をレ
ポート化する。

2時間

プレゼンテーションボードと模型及び実作を用いたプレゼンテー
ションを行う。
各10分持ち時間とし、場合によっては真庭市からもゲストを呼ん
で行うこととする。
【最終】学習到達度の確認
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習１（ゲームコンセプトとデザイン設計）
伊藤俊輔
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
ゲーム制作ツールのUnrealEngine4を使用したコンテンツ制作実習。
数人（希望があれば個人）のグループで制作チームを組み、それぞれ企画立案からコンセプト設計からスタートし、
演習期間内に、企画コンテンツ設定～プロトタイプ設計、レベルデザインなど、実際の開発体験を通してゲーム制作に必要な技能を学ぶ。
最終成果物として、コンテンツ企画書、ヘッドマウントディスプレイ上で確認ができるVR空間の体験コンテンツの一連のゲームループを制作目
標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム制作の知識。UnrealEngineをの機
能を理解し、デジタルコンテンツ制作に必
要な実装方法の手段を会得する。

背景データのインプットやアセット設
定、ゲームフローなど、VRコンテンツに必
要なフローを組み込むためのUnrealEngineの
それぞれの機能を学習し、使用することがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

会得したデジタルコンテンツ制作の知
識を、実際に活用することができる。自
身や、グループの能力を使ってデジタルコン
テンツを作成する。

限られた期間の中で、デジタルコンテンツ制
作の計画を立て、スケジュールに沿っ
て作り上げることができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出作品のクォリティ、完成度
30％
受講態度
20％
企画・立案能力
20％
プレゼンテーション能力

： 授業を通して最終的に出来上がった課題作品の内容をもって、コンテンツとしての完成度から評
価を行います。
： 授業への参加状況に加え、個人の制作姿勢や、グループワークの場合はチーム制作における責
任を果たせているか、貢献度の評価を行います。
： 作品の表現内容、独自性を評価します。サンプルを組み合わせるだけでなく、受講者が表現した
い内容がコンテンツ内容に反映されているかを評価します。
： プレゼンテーションの発表内容とアピール方法、作品の面白さについて制作者の意図がどれくら
い伝えられているかを評価する。
発表準備の作業姿勢、グループワークの場合はチーム貢献度も評価対象とします。
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20％
学修到達度評価
10％

： ツールに対する理解を基本的な評価方針とし、理解した内容を踏まえ、自身のコンテンツ制作へ
と応用できているかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard
ほかの情報は必要に応じて、適宜情報を提示していきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
受講するにあたり必要なスキルとして、MAYAやBlenderなどの3Dツールを使ったモデリングの技能や、制作したアセットをFBXデータに出力す
る等の基本的な操作を求める。
上記スキルを未取得の場合、授業の進行に支障をきたすため、各自予習等を通じて習得した上で本授業に参加する事。
くわえて、本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容の復讐を行い、必要な制作物の授業外での作成作業を行い、立てた予定通りの進
行を目指す事。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
Mail : ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・UE４操作習得と学修到達目標の説明

授業概要説明、課題提示、UE4クイックスタート
前半：ゲーム制作の概要と課題説明。UE４基本操作説明。
後半：制作物の設定と個人及びチーム分け。各班による企画アイ
デア検討。
１～４名。チーム制作の経験を積むか、全体を自分で
作る経験を得たいかは各自に選択させる。
※個人制作推奨

Youtubeの動画などを参考に、チュートリア
ルを自身でも行い、UE4の操作に慣れておくこ
と。（動画URLの例は同講義内容の資料に記
載。）

4時間

企画概要書が未完成の人は授業外で作成して
おく事。次回授業時には内容が確認できるよ
うな状態にしておいてください。

4時間

次回授業時までに添削された内容を踏まえ
て加筆修正などの改善作業を終わらせてお
く事。

4時間

次回授業時にプレゼンテーション発表を行い
ますので、プレゼン準備を完了させたうえ
で臨むようにしてください

4時間

プレゼンでの指導内容を踏まえ、企画概要
書の方の修正、改善作業を完了させておくよ
うにしてください。

4時間

アセットデータが未完成の場合は、次回ア
セットデータを使って授業を行いますの
で、出力できるデータとして、期待する表
現を体現させるオブジェクトとなるよう作
成しておいてください。

4時間

ツールの使用方法は何度も繰り返し操作す
る事で覚えるようになります。今回の手
順を予習し、次回以降に同じ説明がなくと
も操作ができるようにしておいてください。

4時間

進捗確認の際の指摘内容を元に、残りの作
業スケジュールの見直しを行ってください。

4時間

学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

VRコンテンツ企画概要書の作成
各班のVRコンテンツ企画概要を作成

第3回

VRコンテンツ企画概要書の添削・修正
各班のVRコンテンツ企画概要を作成と、完成したものから担当教
員による添削を受け、修正作業を経て完成を目指す。

第4回

VRコンテンツ企画概要書の完成・プレゼン準備
企画概要書の作成締切日及び、第５回に行う企画発表会に向けて
のプレゼン資料の準備を行う。

第5回

VRコンテンツ企画プレゼン発表
プロジェクト演習を通じて作成するコンテンツ企画を各自プレゼ
ン形式で発表。

第6回

プリプロダクション制作・アセットデータ作成

プロトタイプ作成の為のアセットデータの作成と使用アセッ
トの選定。オリジナルアセットについては、他授業などで習得し
た２Ｄ、３Ｄツールのスキルを利用して制作にあたる。
第7回

プリプロダクション制作・アセットデータ組み込み

作成したアセットをプロジェクトで使用可能な状態にし、ゲーム
シーンに登場させる。
第8回

プリプロダクション制作・中間評価と学習到達度の中間確認
各自の制作進捗の確認と担当教員によるアドバイスを行う。
この回までに大枠のイメージを固め、次の回からの本制作へ移れ
る準備を行う。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
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第9回

本制作・コンテンツイメージの構築
実装したい世界観イメージの演出ができるよう、アセットやゲー
ムフローの全体構築を行う。ブループリントを利用し、必要な機
能の入れ込み作業を行う。

第10回

本制作・ＵＩ制作
ゲームシーンに表示されるＵＩシステムの実装と、ＵＩデザイン
データの作成・組み込み作業を行う。

第11回

本制作・レベルデザイン
パラメータ設定や処理の実装を通じ、ゲーム全体のゲーム内
容の構築や難易度設定を行う。

第12回

本制作・ゲームバランス調整
今まで実装してきたプロジェクトデータのクォリティアッ
プを図る。デザインデータ、コンセプトイメージの実装、デバッ
グ作業を経て、最終成果物となるプロジェクトデータの完成を目
指す。

第13回

本制作・最終調整と成果物プレゼン準備

第１４回に予定している成果物のプレゼンテーション準
備を行う。
第14回

本制作・成果物発表と学習到達度の最終確認
各班によるプレゼンテーションと総評。
最終の学修達成度の確認を行う。

121

アセットの調整や、先行して取り掛かれ
るゲーム機能作成は進めておいてください。

4時間

授業内で作り切れなかったＵＩデー
タを作り上げておくようにしてください。

4時間

授業内で表現しきれなかったレベるデザイ
ンの調整作業を終えておくようにしてくださ
い。

4時間

次回以降は発表の為の作業となります。今
回の授業外時間を利用し、データや仕組み
の調整作業は終えるようにしましょう。

4時間

次回授業時に最終プレゼンテーション発
表を行います、プレゼン準備も含め、コンテ
ンツの調整作業も完了させたうえで臨むよう
にしてください

4時間

バックアップは必ず取っておく事。また、就
職作品としても活用できるので、企業への提
出の事を考え資料化しておいてください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習１（イラストプロダクト制作）
内田英武
開講時期
2年・アニメーションキャラクターコース
前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ポリゴン・ピクチュアズなどのCG会社でアニメーションやゲームタイトル等のディレクター経験を複数有す
る。また、社会課題解決を目的としたメディアコミックの作品にクリエイティブディレクターとして携わる。
（全１４回）

授業概要
●●●摂津市の活性化を促進する街づくりプロジェクト●●●
この授業は摂津市役所と共に行います。
デザイナーとしての専門的な知識・技能を深め、他者と協働しながら社会課題の解決を図ります。
連携先（クライアント）からの要望内容に基づき、デザインの開発・提案をします。
優秀なアウトプットについては、実採用へつながる可能性があります。
現代社会において、メディアやデザインの持つ特性や創造性を活かし、
課題の発見や解決に取り組んでいる事例を踏まえて考察と実践をすることを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に市民に求めらえてい
る「街」の在り方と、役割を理解した上で企
画を検討し、デザインと制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査や分析はもちろん、実際に連携先組
織・団体の方に来校いただ
き、様々な話を伺うことで、課題や問題を発
見し、解決の糸口を模索出来る。

2 ．DP8.意思疎通

グループ内メンバー間での意思疎通を積極
的にはかり、プロジェクトをスムースに推
進する。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

摂津市役所の方などの求めている内容を理
解し行動することで、ビジネスマンとして必
要なコミュニケーション能力を養う。

学外連携学修
有り

(連携先：摂津市役所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の授業で進捗確認やコンセプトの相談を行いますので必ず参加してください。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
作品のみで評価をするわけではなく、授業態度やプレゼンテーションなど総合的に評価をします。
デザイナー＝ビジネスマンと認識し、ふさわしい立ち振る舞いをしてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回の企画への取り組み
40％

： 満点が5点の5段階評価です。各回の授業で評価を行います。
各回で取り決めた内容を踏まえた提出物に仕上がっていた場合3点となり、クオリティが基準よ
り高いと判断した場合は最大で＋2点の加点をします。
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中間プレゼンテーション
15％
振り返りレポート
15％
最終提出物
20％
学修成果度評価

： 満点が15点の3段階評価です。(5点・10点・15点)
内訳として提案物自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価します。
： 満点が15点の3段階評価です。(5点・10点・15点)
授業を通じて得た『他者との共働』『社会課題とデザイン』についてレポートしてください。
： 満点が20点の20段階評価です。
最終プレゼンテーションの完成品を評価します。
クオリティの高さと十分な量を提出できたかどうかの両面で判断します。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業・組織・団体からの情報（パンフレットや会社紹介資料）など必要に応じて授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
実際に社会の仕組みの中で動いている組織・団体の方とのコミュニケーションが出来る絶好の機会です。
現場に起こっている多くの事象を学ぶため、都度発見や気づきについてメモを取り、授業内外を問わず質問をする等して積極的に学ぶ事を心が
けてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて告知

場所：

初回授業にて告知

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を予約しておきたい場合には、初回授業時に連絡先を伝達し
ますので、メールに相談内容を記載しアポイントを取ってください。
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【氏名、学籍番号】イラストプロダクト制作課題について
の相談)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プロジェクト演習授業についての説明 / ディスカッション
～摂津市について～
・本授業の学修を通して習得する力の説明（学修到達目標につい
てと、授業の学びと養われる力について説明）
・摂津市を対象としたリサーチ内容のジャンル分けをディスカッ
ションで決定。
・制作するデザイン物についてリサーチ。
・授業全体の内容、実社会での制作についての諸注意事項。
・グループ分け

独自で摂津市の特徴をリサーチする事。

4時間

第2回

事前調査のまとめ / 協力企業・組織・団体の紹介

実際に摂津市の業務紹介を受けて、業界の仕
事について調べてください。

4時間

・事前調査の共有（グループ内）
・協力企業・組織・団体紹介
・仕事と現場についての課題提供と説明
・本学の学生に期待する事項
・地域性の考察、関係者へのヒアリング
第3回

作品コンセプトの組立 / 商品や業界について調査・分析
～ターゲット周辺の環境を知る～
・制作上の目的設定（グループ内）
・現場の状況や課題、要件などの情報を整理。
・ポジショニングマッピング作成・分析
・マッピングと分析の発表

課題に対する必要情報の収集をおこなってく
ださい。

4時間

第4回

各自のプランに即した企画提案 ～テスト制作～

アイデアを形にして検討する作業をしてくだ
さい。

4時間

個々のアイデアに対する材料収集をおこなっ
てください。

4時間

アイデア発表会の準備をおこなってくださ
い。

4時間

アイデア発表会の感想とまとめをおこなって
ください。

4時間

グループで決めた宿題の対応をおこなってく
ださい。

4時間

・制作行程を確認しモックを形作る。
・結果を踏まえ、個別指導による研究進捗確認と再考。
第5回

課題制作 ～アイデア創出と分類～
・提案領域について
・ターゲットカスタマーを意識したアイデアの創出
・アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)

第6回

課題制作 ～アイデアの精査と発表会準備～
・アイデアの絞り込みとまとめ
・アイデア発表会準備（発表資料・発表プロセス・役割分担な
ど）
・プレゼンテーションのポイント

第7回

アイデア発表会 ～連携先企業・組織・団体に対して～
・アイデア発表会（連携先担当者出席）
・グループごとの発表
・連携先からの講評
・連携先の方との質疑・応答

第8回

アイデア発表会を終えて ～復習とまとめ～
・アイデア発表会の振り返り
・アイデア評価シートによる分析
・グループ内ディスカッション
・アイデアの再検討と絞り込み
・中間学修到達度の確認とフィードバック
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第9回

課題制作 ～提案実現に向けた準備～
・提案の目的とゴール設定
・提案実現のために必要な準備
・制作物の検討
・制作スケジュールの立案

第10回

課題制作 ～プレゼンテーションの構成～
・制作上の役割分担と進捗確認
・メンバーの方向性(足並み)確認
・制作スケジュール全体の確認
・修正・変更点の洗い出し

第11回

課題制作 ～プレゼンテーションの準備～
・プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
・制作物の見せ方・活用の仕方の確認

第12回

プレゼンテーションリハーサル
・グループプレゼンテーション
・担当教員から講評・アドバイス
・最終プレゼンテーションに向けて最終調整

役割分担に沿った宿題(活動)に対応してくだ
さい。

4時間

プレゼンテーションの構成をおこなってくだ
さい。

4時間

プレゼンテーションリハーサルの準備をおこ
なってください。

4時間

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）をおこなってください。

4時間

第13回

プレゼンテーション ～連携先企業・組織・団体に向けた最終プ
レゼンテーション～
・グループ プレゼンテーション（連携先担当者出席）
・連携先企業・組織・団体の方からの講評(グループごと)
・連携先企業・組織・団体の方との質疑・応答
・総評

グループごとに、プレゼンテーショ
ンの振り返りをしておいてください。

4時間

第14回

演習のまとめ・振り返り

各自、プロジェクト演習を振り返り、修学し
たことを整理しておきましょう。

4時間

・最終プレゼンテーションや演習全体の振り返りをし、学修達成
度の確認を行う
・担当教員より授業のまとめ
・優秀提案グループは後日に表彰式への出席等を予定
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322

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習１（吹田市キャラクターのコスチュームデザイン））
室田泉
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
数人のグループで制作チームを組み、課題をおこないます。吹田市からも依頼に基づき、吹田市キャラクター「すいたん」のコスチュームデザ
インをおこないます。イラストでのデータ作成、実際のサイズに合わせたサンプル製作、生地の柄などを打ち合わせながらの制作を行いま
す。吹田市の意図と我々の切り口から提案できる内容を制作するためにクライアントの意図を組んだ作品を展開するため、調査、発想、技
術、コミュニケーション、プレゼンテーションを学び、実践力を身につけることを目的とします。依頼されたことをこなすだけでなく、自分た
ちのオリジナリティをどのように発揮し提案できるかをディスカッションしながら学んでいきます。
デザインの作り方、プレゼンテーションの方法についても習得し、初回、中間、後半でのプレゼンテーションでは吹田市役所の方を招き、説
明を受け、プレゼンテーションを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先企業との接触によ
り、様々な課題の発見からソリューショ
ンを導くPBL型授業を実施します。

業界や市場の理解を深め、問題解決に向け
て学生の立場の新鮮な視点で物事を捉え、提
案からソリューションを導きます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案をおこないます。

連携先企業の業界動向や市場戦略を理
解し、調査や分析をもとに考察を進め、企
画やデザインの提案に結びつけます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる

学外連携学修
有り

(連携先：吹田市)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)
本授業は産学連携授業のプロジェクト型（グループ構成によるPBL型授業）として実施します。授業の始めに連携先企業の方に来校いただ
き、業界についての基礎学修を行い、必要情報、並びに課題を得ます。最終的に提案として企業側へのプレゼンテーションを行い、講評を
いただきます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認をおこないます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業に対する取組み姿勢

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢（発言力）を評価します。
10％

協力姿勢と分業責任
10％
学習到達目標
10％
プレゼンテーション
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価します。
： 授業で学修したことや経験がしっかり自分なりに整理されているか、自分のスキルアップにつな
がっているかを、授業のレスポンスシートを参考に評価します。
： グループとしての提案が作品とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかど
うか。また、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価します。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて15回授業終了後にレ
ト）
ポートを提出し、評価します。
10％
授業内容とその成果物
50％

： "最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
"

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業からのパンフレットや会社紹介資料など必要に応じて授業内で紹介します。
また、この授業用に教員の方でプロジェクト演習の授業テキストを用意します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。実際に社会で活躍されている企業の方とのコミュニケーションが
はかれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができますので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質
問など学生側からの積極的な姿勢が大切です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日

場所：

室田：東館2F研究室

１２時～１３時

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレス：室田：murota@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとプロジェクト演習授業の概要説明
＊授業概要と進め方説明
＊PBL型演習授業の目的
＊プロジェクト演習授業を通じて身につくスキル
＊授業評価基準
＊受講上のルールと注意事項
＊授業計画（スケジュール）
＊グループ分け
上記の内容と合わせて学修到達目標について
この授業での学びと、養うべき力について説明を行う。

吹田市についての事前調査

2時間

第2回

吹田市からの課題説明

吹田市、キャラクターの紹介を経て、業
界の仕事について調べる

2時間

＊企業（吹田市）事前調査の共有（クラス内）
＊協力企業紹介（吹田市 ）
＊吹田市からの課題提供・説明（今回のデザインワークsに関し
て）
＊吹田市が学生に期待すること
＊吹田市の方との質疑・応答
＊吹田市レスポンスシートの記入・提出
第3回

吹田市調査報告会
＊調査内容の共有（グループ内）
＊報告・発表資料作成
＊発表の役割分担
＊報告会実施
＊報告会の振り返り
＊授業レスポンスシートの記入・提出

課題に対する必要情報の収集

2時間

第4回

商品・業界分析（商品を知る・市場を知る）
＊ポジショニングマッピングの作成・分析
＊マッピングと分析の発表
＊授業レスポンスシートの記入・提出
グループの方向性

課題に対する、アイデアの検討・創出

2時間

第5回

アイデア（発想）の着眼点とヒント（柄や構成）
＊柔軟な思考とユニークな発想
＊事例紹介
＊個々のアイデアについての共有とディスカッション
＊授業レスポンスシートの記入・提出

アイデアの再創出

2時間

第6回

課題制作 1 デザイン制作
＊アイデアの創出と分類
＊カスタマージャーニーの理解
＊提案領域について
＊ターゲットカスタマーを意識した斬新なアイデア
＊アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)
＊授業レスポンスシートの記入・提出
＊アイデアの絞り込みとまとめ
＊アイデア発表会に向けた準備（発表資料・発表プロセス・役割
分担など）
＊プレゼンテーションのコツとポイント
＊授業レスポンスシートの記入・提出

中間プレゼンへの準備

2時間
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第7回

吹田市を招いてのプレゼンテーション
＊アイデア発表会（吹田市担当者出席）
＊グループごとの発表
＊企業からの講評
＊企業の方との質疑・応答
＊授業レスポンスシートの記入・提出

プレゼンテーションのまとめ

2時間

第8回

プレゼンテーションを終えて 方向性の修正
＊アイデア発表会の振り返り
＊アイデア評価シートによる分析
＊グループ内ディスカッション
＊アイデアの絞り込み
＊授業レスポンスシートの記入・提出

宿題に対しての信仰

2時間

中間期であるため中間学修到達度の確認とフィードバッ
クを行う。
第9回

課題制作 ２
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

グループで決めた宿題の対応

2時間

第10回

課題制作 ３
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

役割分担に沿った宿題(活動)

2時間

第11回

課題制作 ４
＊制作進捗上の役割分担の確認
＊メンバーの方向性(足並み)確認
＊制作スケジュール全体の確認
＊修正・変更点の洗い出し
＊授業レスポンスシートの記入・提出

制作活動の継続（授業時間作業の補完）

2時間

第12回

課題制作 ５
＊制作物の進捗確認
＊プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
＊制作物の見せ方・活用の仕方の確認
＊授業レスポンスシートの記入・提出

プレゼンテーション(リハーサル)準備

2時間

第13回

プレゼンテーションリハーサル

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）

2時間

プレゼンテーションの感想とまとめ

2時間

＊グループプレゼンテーション
＊教員からの講評・アドバイス
＊リハーサルを終えて（振り返り・最終プレゼンテーショ
ンに向けて）
＊授業レスポンスシートの記入・提出
第14回

プレゼンテーション（企業に向けた最終プレゼンテーション）
＊グループ プレゼンテーション（企業担当者出席）
＊企業の方からの講評(グループごと)
＊企業の方との質疑・応答
＊総評
＊授業レスポンスシートの記入・提出
最終プレゼンより、最終の学修達成度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習１（絵本）
谷口智則、唐仁原希
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

20作近い絵本を出版しています。国内だけでなく海外でも出版されている現役の絵本作家です。また、イラス
トレーターとして、企業広告や百貨店のキャンペーン、パッケージのために作品を提供しています。
（全14回）

授業概要
各々のイラストレーションを用い、オリジナル絵本を制作する授業です。絵を描く前の段階の「ストーリーづくり」を大切にすること、プロに
なるには何を描いてもその人だとわかるオリジナリティを表現することを重視した授業をすすめて行きたいと考えています。今はグッズな
ど、ネット上で注文すれば誰でも簡単につくることができる時代ですが、一つひとつにストーリーやぬくもりを感じられるものではないと意
味がないのではと思っています。授業では、イラストやキャラクターの根幹となるテーマをしっかりと考え、どんな媒体にも応用できるよう
に伝えていきます。“世界を視野に入れた活躍を目指す”ということも踏まえて一緒に学びをつくり上げていきましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

多くの人の支持を得る絵本に触れ、絵本につ
いての認識を深めます。

絵本特有のストーリー展開、主人公や登場人
物のキャラクター設定について知識を深めま
す。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

一冊のオリジナル絵本を最終的に製本して仕
上げます。

ストーリー、キャラクター設定からイラス
ト表現・文章表現に至る全てを実際の制
作を通して学びます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

絵本という分野の特徴を理解した上で、自分
自身が取り組むテーマーを設定します。

2 ．DP8.意思疎通

オリジナル絵本のテーマ、ストーリー、キャ
ラクター設定についての考え、プランを、ラ
フ画やページ進行を具体的に描きながら教
員に伝えることができます。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

絵本作家としての制作、製本のための作
業は、役割分担されてそれぞれの専門家が職
業として存在していますが、この授業で
は、両方の作業を一人で担当する中で、全
体のスケジュール進行に合わせて制作しま
す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
本屋に置かれている絵本・図書館にある絵本をチェックする。より多くの絵本に学ぶ。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。これによっ
て学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。60％以上の出席がなければ成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（提案内容とその成果物）

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢10％

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
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プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標10%

： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「日本の絵本100年100人100冊」著：広松由希子

出版社：玉川大学出版部

「イギリスの絵本の歴史」著：三宅 興子

出版社：岩崎美術社

履修上の注意・備考・メッセージ
コンテンツを基本量満たすには、作画にかなりの時間を有します。作画技法や作画内容により個々に有する時間が違います。場合によ
り、持ち帰りの作業が必要とされます。作画に体力がいるという事です。また、コンピュータによる編集作業がありますので、コンピュー
タのオペレーションを学ぶ授業でしっかりコンピュータワークを学んでこの授業に臨んでください。
出来上がった絵本は、学外のコンペティションに応募することを目標としています。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 初回授業で連絡方法を連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

担当教員の絵本を紹介しながら、絵本の作り方、絵本の基本
的な知識を紹。学修到達目標について、この授業の学びと養わ
れる力を説明します。
僕の絵本の紹介と、基本的な絵本の作り方についてのレク
チャーを行います。
絵本の楽しみ方の一つに「読み聞かせ」があります。授業時間
中に読み聞かせ体験を交えながら多くの名作絵本を紹介し、絵
本についての基礎知識をふかめます。

どのような絵本がどのように魅力的なのか
を考え、まとめる。まづは多くの絵本をま
ず見るところから始まります。

2時間

第2回

オリジナル絵本のためのストーリー展開を考える。出版の現
場で絵本づくりに携わる編集者を特別講師に迎え、さらにス
トーリーについて考える。
いろいろな絵本を読んでみる経験を通して、自分ならではのス
トーリーを考えたり、魅力的なキャラクターづくりに挑戦しま
す。
良い絵本には「物語性」が必要だということを理解してもらっ
た上で、オリジナル・ストーリー、キャラクター設定を考えま
す。

絵本のストーリー、メインキャラク
ターを描きながら考えてくる。

2時間

第3回

絵本のキャラクター設定と物語作り

物語の設定とキャラクターの設定は、絵
本の魅力の鍵となる重要なポイントです。メ
インキャラクターの魅力や特徴を具体
的に挙げながらアイデアを組み立てる作業を
しましょう。

2時間

物語を魅力的に展開させるページ構成につい
て考え、ページ毎のサムネールを制作しま
す。

2時間

必要な画材・資料の調達と試作の制作を進め
ましょう。

2時間

授業内で教員と相談した表現で本制作を進め
ていく。

2時間

制作スケジュールを考え、制作を進めていき
ましょう。

2時間

物語を魅力的に展開するために主人公となるキャラクターについ
て、具体的に描きながら作り込んでいきます。合わせて物語作り
も進めていきます。
第4回

絵本のキャラクター設定と物語を進める展開を組み立てる
先週に引き続き、物語を魅力的に展開するために主人公とな
るキャラクターについて具体的に描きながら作り込んでいきま
す。合わせて物語作りも進め、ページ展開に物語の面白さを伝え
られる構成を組み入れていきます。

第5回

イラストレーションの下描きから本描きへ
これまでの準備を基に、絵の制作を開始します。
どのような画材を使い、どのような表現が良いのかを、具体
的に描きながら、教員と個別に意見交換して制作を進めます。

第6回

イラストレーション本描きと、文章のブラッシュアップ
これまでの試作によって最も作品の魅力を表現できる描画方
法を決め、本制作を進めていきます。
絵本に入れる文章についても、より作品の魅力となる文章につい
て考えていきます。

第7回

イラストレーション本描きをすすめる。
これまでの授業で教員と確認したことを意識しながら制作をすす
めていきます。絵本は基本的に15見開き（30ページ）と表紙、裏
表紙を必要としますので、期日までに完成させるための制作ペー
スを考慮しながら作業を進めます。

第8回

イラストレーション本描きと進行チェック。中間学修到達
度の確認とフィードバックを行う。
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。文章は最
後の最後までブラッシュアップします。
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行います。

イラストレーション本描きをすすめます

2時間

第9回

イラストレーション本描きを進める
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。制作スケ
ジュールに沿って制作をすすめる。文章は最後の最後までブラッ
シュアップします。
・前回の中間学修到達度の確認とフィードバックの続きを行いま
す。

イラストレーション本描きをすすめる

2時間
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第10回

イラストレーション本描きと進行チェック
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。次の見
開きの作画にかかる。文章は最後の最後までブラッシュアップし
ます。

スケジュールに沿った制作のため、本描き作
業をすすめる

2時間

第11回

イラストレーション本描き。表紙と扉絵のアイデア
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。次の見
開きの作画にかかる。文章は最後の最後までブラッシュアップし
ます。
表紙と扉絵のアイデアをまとめ、教員と相談しながら方向を決め
ていきましょう。

表紙と扉絵の制作をすすめる

2時間

第12回

絵の仕上げ

中身のイラストレーションの完成を目指た制
作を進める

2時間

授業で確認した修正点の修正作業をすすめ
る。

2時間

未完成の人は、必ず完成させること。ポート
フォリを作り提出する。

2時間

これまでに制作した本文ページを通して見ながら、全体のバラン
ス、描き込み具合の良し悪しなどを教員と相談しながら確認し
て、仕上げの作業に入ります。仕上げの作業が終了次第、手
描き作品はスキャニングを行い、文字をレイアウトして出力しま
す。
第13回

絵の仕上げと製本作業
出力された本文ページ、表紙、見返しなど、製本に必要な要
素を出力して、製本の作業を行います。

第14回

作品のプレゼンテーションと最終の学修達成度の確認を行う。
指定課題成果物全点を前にプレゼンテーション。
・最終学修達成度の確認を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

プロジェクト演習１
藤川亜美
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

該当する
フリーのイラストレーターとして多数の作品制作、実務経験あり（14回）

実務経験の概要

授業概要
個人もしくは数人のグループで制作チームを組み、実際に連携先（クライアント）と打ち合わせながら「LINEスタンプ」の制作を行います。ク
ライアントの意図を汲んだ作品を展開するための技術、発想、調査、コミュニケーション、プレゼンテーションを学び、実践力を身につけるこ
とを目的とします。オリジナリティを重視しつつも、自身の作品を客観的にとらえ、柔軟に対応していきましょう。優秀な作品については連携
先の自治体にて実採用され、公式で配信されます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

必要なソフトを適切に用いる知識・技
能を身につける。

連携先（クライアント）から提示された指示
書を正しく読み取り、作品制作を行うことが
できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

連携先（クライアント）への理解を深め、こ
れまでに得た知識・技能を活かす実践
力を身につける。

連携先（クライアント）の要望を汲むため
の調査・分析、作品の提案・制作を行うこと
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

連携先（クライアント）からの指示やフィー
ドバックを受け、積極的な修正やブラッシュ
アップを行うことができる。

2 ．DP8.意思疎通

チーム内での意図を明確にし、連携先（クラ
イアント）と円滑なコミュニケーション（作
品提案や相談）を行うことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

チーム内での役割や進捗を明確にし、計画
的でレベルの高い作品制作を行うことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
授業の初回に連携先自治体の方にご来校いただき、対象となる市・課題・注意事項について説明していただく。授業の最終回には連携
先へプレゼンテーションを行い、個別評・総評をいただく。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・その他(以下に概要を記述)
振り返りシートを活用し、個々の学修到達目標の確認を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は提出期限を厳守すること。大ラフ、詳細ラフも必ず提出し、フィードバックを受ける。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
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10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先自治体からの情報（市のパンプレットや情報誌等）を必要に応じて授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められている。
「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限（13:10～14:50）

場所：

南館3F研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス／LINEスタンプ制作の概要説明
・授業の概要と進め方について説明し、個人及びグルー
プ分け（1～4名程度）を行う
・連携先自治体の方から制作についての要望、注意事項などの説
明をいただく
・連携先自治体の方との質疑応答
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る

連携先自治体についての事前調査を行う。

2時間

第2回

LINEスタンプ・大ラフ制作①／アイディア

連携先自治体およびLINEスタンプについて調
査、分析を行う。

2時間

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

・各個人もしくはグループで2～3案（スタンプ3つ分）のラ
フを制作
・連携先についての事前調査結果を共有し、アイディアを練る
・内容がまとまり次第、ラフの作画に入る
第3回

LINEスタンプ・大ラフ制作②／作画
・細部の検討、修正をしながら引き続きラフの作画を行う

第4回

：LINEスタンプ・大ラフ案③／連携先への提出、フィードバッ
ク
・各個人もしくはグループで制作したラフ案についてコンセプ
トをまとめ、提出
・連携先自治体の方からフィードバックをいただく

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

第5回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作①／アイディア

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

・連携先自治体の方からフィードバックをもとに詳細ラフを展開
・決定したラフ案をもとに、スタンプ40～50つ分のアイディ
アを練る
第6回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作②／線画
・内容がまとまり次第、詳細ラフ（下書き）の作画に入る
・詳細ラフと本制作で形や色が大きく変わらないよう、丁寧に作
画を行う

第7回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作③／着色
・細部の検討、修正をしながら引き続き詳細ラフの作画を行う

第8回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作④／連携先への提出、フィード
バック
・各個人もしくはグループで制作した下書きについてコンセプ
トをまとめ、提出
・連携先自治体の方からフィードバックをいただく
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

第9回

LINEスタンプ・本制作①／下書き

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

プレゼンテーションの準備やリハーサルを各
個人もしくはグループで自主的に進める。

2時間

・連携先自治体の方からフィードバックをもとに本制作を展開
・詳細ラフ（下書き）を丁寧に整えていく
第10回

LINEスタンプ・本制作②／線画
・細部の検討、修正をしながら線画を行う

第11回

LINEスタンプ・本制作③／着色
・細部の検討、修正をしながら着色を行う

第12回

LINEスタンプ・本制作④／仕上げ
・作品のクオリティアップを図る
・データの不備不足がないようにチェックし、完成を目指す

第13回

LINEスタンプ・本制作⑤／連携先への提出、成果物プレゼン準
備
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・各個人もしくはグループでの成果物を提出
・第14回のプレゼンテーションへ向けて、発表の準備を行う
第14回

LINEスタンプ・成果物発表／プレゼンテーション
・各個人もしくはグループでの成果物についてプレゼンテーショ
ンを行う
・連携先自治体の方から個別評、総評をいただく
・最終の学修達成度の確認を行う
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全体を振り返り理解を深め授業の総括をす
る。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習２（アートプロデュース）
辰巳清
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

株式会社アミューズにてコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など5000以上の公演を演出・プロデュー
ス。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っ
ている。

授業概要
この授業では、学生自らがクリスマス時期のイベントの企画から実施までを行うことで、アートプロデュースを実践的に理解することを目
的とします。
まずは、教員自らが参画してきた著名アーティストのコンサートや国内外の美術展を題材として、文化イベントに関する基礎知識を体系
的に学びます。更に、身に付けた知識を土台として、学外連携団体の課題に向きあうイベントを企画制作することで、企画立案やコンテンツ開
発、プレゼンテーション、チームの一員としての貢献、損益管理、宣伝販促など、様々な社会活動に応用できるプロジェクト・マネジメン
ト力を獲得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

一般社団法人イベント産業振興協会主催のイ
ベント検定試験（11月）に合格できる水
準の知識を習得する（受験は希望者のみの任
意）。

社会において何らかの目的を達成するため
の手段として行う催事に関する体系的な知
識が得られる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

イベントの制作・宣伝・営業等の実践におい
て、能動的に活動しプレッシャーのかかる状
況下でも逃げずに自分の役割を完遂する。

身に付けた知識を土台として、様々な社会活
動に応用できるプロジェクト・マネジメン
ト力を獲得できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学外連携団体から提供された課題につい
て、独自の調査によりその趣旨を正しく理
解できる。

2 ．DP8.意思疎通

発表の手順や役割分担が明確で、報告書のレ
ベルも高く、第三者に対して要点を明
確に伝えることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークの中でのメンバーとの協
働や、充分なコミュニケーションのもと活
動を円滑に進捗させることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋（釜ヶ崎芸術大学）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％
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協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について５項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
①日本イベント産業振興協会能力コンテンツ委員会『基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント』一般社団法人イベント産業振興協会、2015年
②『釜ヶ崎アーツガイドマップ このまちをじぶんの足で歩く。考えて、想像して、創造的に。』NPO法人こえとことばとこころの部屋、2017年
＊②は発行所ウェブサイトから無料ダウンロード可。http://cocoroom.org/project/kamap/kamap_web.pdf
③長谷川祐子『キュレーション：知と感性を揺さぶる力』集英社新書、2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業1回目に周知する

場所：

授業1回目に周知する

備考・注意事項： 授業時間外で相談・質問を行う場合、事前に電子メール等で連絡してください（メールアドレスも初回授業でお示ししま
す）。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会におけるイベントの役割

/

イベントの基本構造

・この授業での学びと養われる力を把握する（学修到達目標につ
いて、この授業の学びと養われる力について説明する）
・社会で芸術は何を求められているのか

過去に体験したイベント3件以上につい
て、良かった点、悪かった点を挙げ、自分な
らどう改善するかを書いてくる

4時間

授業内で配布する資料(参考図
書①の第1・2章)を精読してくる

4時間

授業内で配布する資料(参考図
書①の第3・4章)を精読してくる

4時間

学外連携団体について調査してくる

4時間

学外連携団体について再調査してくる

4時間

グループごとにイベント企画書を作成してく
る

4時間

グループごとに演出案、宣伝案を作成してく
る

4時間

宣伝を開始しておく

4時間

・イベントの評価方法
・レビューする習慣をつける
・先行研究の調べ方
グループワーク「最近体験したイベントをレビューして相互評
価する」
第2回

イベントの概念と全体像 /

イベントの企画と計画

・イベントの概念と分類
・イベントの歴史
・メディアとしてのイベント
・企画と計画の違い
・企画書の役割とプレゼンテーション
グループワーク「小テスト」
第3回

イベントの制作推進

/

イベントの運営とマネジメント

・イベントの4大管理
・会場制作とプログラム制作
・告知と集客
・会場管理とリスクマネジメント
・コンプライアンス
・ユニバーサルイベント
グループワーク「小テスト」
第4回

企画会議①課題考察 / 企画会議②課題解決のための企画
・事前調査の共有
・学外連携団体紹介、課題考察
グループワーク「課題解決のための企画」

第5回

会場見学
・施設、動線の確認
・企画の再考

第6回

プレゼンテーション /

全体会議①企画から計画へ

・グループごとに企画発表～企画の決定
・イベント計画書の作成
・業務別チーム分け、スケジュール策定
第7回

制作会議①構成演出の検討 宣伝会議①宣伝手法の検討
作会議②構成演出の決定 宣伝会議②制作物の手配
・構成演出の検討
・学内外への宣伝手法の検討

/

制

・構成演出の決定
・プレスリリース、SNS、チラシ等制作物の手配
第8回

営業会議①販売戦略立案
議③進捗確認

/

制作会議③進捗確認・宣伝会
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・会計、チケット業務
・販売戦略、流通の決定、配券
・制作実務
・宣伝実務
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
第9回

営業会議②券売状況確認・制作会議④体制確認・宣伝会議④体
制確認 / 中間学修到達目標の確認調査
・券売状況確認
・本番当日の体制確認

チケットを販売しておく

4時間

・中間時点までの成長度を確認し、教員が成長点やさらに伸ばし
ていく点を助言する
第10回

全体会議③最終確認
・最終確認、リハーサル

リハーサル準備

4時間

第11回

イベント実施
・イベント実務

チケットを完売しておく

4時間

第12回

最終課題発表・改善点の考察①アンケート結果分析報告
善点の考察②多面的評価
・最終課題発表
・アンケート結果分析報告

グループごとにアンケート結果を分析してく
る

4時間

各自レポートを作成してくる

4時間

各自、最終報告資料を作成してくる

4時間

/

改

・ステークホルダーインタビュー
・インタビュー結果分析報告
第13回

改善点の考察③フィードバック
・学外連携団体からの講評

/

改善点の考察④報告書完成

・レポート修正
第14回

授業内報告会 / 学修到達目標調査
・レポート提出
・最終報告
・最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習３（イラストプロダクト制作）
内田英武
開講時期
3年・アニメーションキャラクターコース
前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ポリゴン・ピクチュアズなどのCG会社でアニメーションやゲームタイトル等のディレクター経験を複数有す
る。また、社会課題解決を目的としたメディアコミックの作品にクリエイティブディレクターとして携わる。
（全１４回）

授業概要
●●●摂津市の活性化を促進する街づくりプロジェクト●●●
この授業は摂津市役所と共に行います。
デザイナーとしての専門的な知識・技能を深め、他者と協働しながら社会課題の解決を図ります。
連携先（クライアント）からの要望内容に基づき、デザインの開発・提案をします。
優秀なアウトプットについては、実採用へつながる可能性があります。
現代社会において、メディアやデザインの持つ特性や創造性を活かし、
課題の発見や解決に取り組んでいる事例を踏まえて考察と実践をすることを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に市民に求めらえてい
る「街」の在り方と、役割を理解した上で企
画を検討し、デザインと制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査や分析はもちろん、実際に連携先組
織・団体の方に来校いただ
き、様々な話を伺うことで、課題や問題を発
見し、解決の糸口を模索出来る。

2 ．DP8.意思疎通

グループ内メンバー間での意思疎通を積極
的にはかり、プロジェクトをスムースに推
進する。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

摂津市役所の方などの求めている内容を理
解し行動することで、ビジネスマンとして必
要なコミュニケーション能力を養う。

学外連携学修
有り

(連携先：摂津市役所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の授業で進捗確認やコンセプトの相談を行いますので必ず参加してください。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
作品のみで評価をするわけではなく、授業態度やプレゼンテーションなど総合的に評価をします。
デザイナー＝ビジネスマンと認識し、ふさわしい立ち振る舞いをしてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回の企画への取り組み
40％

： 満点が5点の5段階評価です。各回の授業で評価を行います。
各回で取り決めた内容を踏まえた提出物に仕上がっていた場合3点となり、クオリティが基準よ
り高いと判断した場合は最大で＋2点の加点をします。
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中間プレゼンテーション
15％
振り返りレポート
15％
最終提出物
20％
学修成果度評価

： 満点が15点の3段階評価です。(5点・10点・15点)
内訳として提案物自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価します。
： 満点が15点の3段階評価です。(5点・10点・15点)
授業を通じて得た『他者との共働』『社会課題とデザイン』についてレポートしてください。
： 満点が20点の20段階評価です。
最終プレゼンテーションの完成品を評価します。
クオリティの高さと十分な量を提出できたかどうかの両面で判断します。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業・組織・団体からの情報（パンフレットや会社紹介資料）など必要に応じて授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
実際に社会の仕組みの中で動いている組織・団体の方とのコミュニケーションが出来る絶好の機会です。
現場に起こっている多くの事象を学ぶため、都度発見や気づきについてメモを取り、授業内外を問わず質問をする等して積極的に学ぶ事を心が
けてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて告知

場所：

初回授業にて告知

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を予約しておきたい場合には、初回授業時に連絡先を伝達し
ますので、メールに相談内容を記載しアポイントを取ってください。
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【氏名、学籍番号】イラストプロダクト制作課題について
の相談)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プロジェクト演習授業についての説明 / ディスカッション
～摂津市について～
・本授業の学修を通して習得する力の説明（学修到達目標につい
てと、授業の学びと養われる力について説明する）
・摂津市を対象としたリサーチ内容のジャンル分けをディスカッ
ションで決定。
・制作するデザイン物についてリサーチ。
・授業全体の内容、実社会での制作についての諸注意事項。
・グループ分け

独自で摂津市の特徴をリサーチする事。

4時間

第2回

事前調査のまとめ / 協力企業・組織・団体の紹介

実際に摂津市の業務紹介を受けて、業界の仕
事について調べてください。

4時間

・事前調査の共有（グループ内）
・協力企業・組織・団体紹介
・仕事と現場についての課題提供と説明
・本学の学生に期待する事項
・地域性の考察、関係者へのヒアリング
第3回

作品コンセプトの組立 / 商品や業界について調査・分析
～ターゲット周辺の環境を知る～
・制作上の目的設定（グループ内）
・現場の状況や課題、要件などの情報を整理。
・ポジショニングマッピング作成・分析
・マッピングと分析の発表

課題に対する必要情報の収集をおこなってく
ださい。

4時間

第4回

各自のプランに即した企画提案 ～テスト制作～

アイデアを形にして検討する作業をしてくだ
さい。

4時間

個々のアイデアに対する材料収集をおこなっ
てください。

4時間

アイデア発表会の準備をおこなってくださ
い。

4時間

アイデア発表会の感想とまとめをおこなって
ください。

4時間

グループで決めた宿題の対応をおこなってく
ださい。

4時間

・制作行程を確認しモックを形作る。
・結果を踏まえ、個別指導による研究進捗確認と再考。
第5回

課題制作 ～アイデア創出と分類～
・提案領域について
・ターゲットカスタマーを意識したアイデアの創出
・アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)

第6回

課題制作 ～アイデアの精査と発表会準備～
・アイデアの絞り込みとまとめ
・アイデア発表会準備（発表資料・発表プロセス・役割分担な
ど）
・プレゼンテーションのポイント

第7回

アイデア発表会 ～連携先企業・組織・団体に対して～
・アイデア発表会（連携先担当者出席）
・グループごとの発表
・連携先からの講評
・連携先の方との質疑・応答

第8回

アイデア発表会を終えて ～復習とまとめ～
・アイデア発表会の振り返り
・アイデア評価シートによる分析
・グループ内ディスカッション
・アイデアの再検討と絞り込み
・中間学修到達度の確認とフィードバック
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第9回

課題制作 ～提案実現に向けた準備～
・提案の目的とゴール設定
・提案実現のために必要な準備
・制作物の検討
・制作スケジュールの立案

第10回

課題制作 ～プレゼンテーションの構成～
・制作上の役割分担と進捗確認
・メンバーの方向性(足並み)確認
・制作スケジュール全体の確認
・修正・変更点の洗い出し

第11回

課題制作 ～プレゼンテーションの準備～
・プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
・制作物の見せ方・活用の仕方の確認

第12回

プレゼンテーションリハーサル
・グループプレゼンテーション
・担当教員から講評・アドバイス
・最終プレゼンテーションに向けて最終調整

役割分担に沿った宿題(活動)に対応してくだ
さい。

4時間

プレゼンテーションの構成をおこなってくだ
さい。

4時間

プレゼンテーションリハーサルの準備をおこ
なってください。

4時間

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）をおこなってください。

4時間

第13回

プレゼンテーション ～連携先企業・組織・団体に向けた最終プ
レゼンテーション～
・グループ プレゼンテーション（連携先担当者出席）
・連携先企業・組織・団体の方からの講評(グループごと)
・連携先企業・組織・団体の方との質疑・応答
・総評

グループごとに、プレゼンテーショ
ンの振り返りをしておいてください。

4時間

第14回

演習のまとめ・振り返り

各自、プロジェクト演習を振り返り、修学し
たことを整理しておきましょう。

4時間

・最終プレゼンテーションや演習全体の振り返りをし、学修達成
度の確認を行う
・担当教員より授業のまとめ
・優秀提案グループは後日に表彰式への出席等を予定
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322

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習２（企画・デザインPBL）
桐原一史
全コース・2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
社会での実践力、協働できる素養を踏まえ社会人としての姿勢を身につける。社会や地域が提供する課題に全受講者が取組み、学修活動から学
修手法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼンテーションなどキャリアに必要なコンピテン
シーを能動的に学びます。プロジェクト演習では、連携先（クライアント）からの要望内容に基づき、デザインの開発・提案をおこない、優
秀なアウトプットについては、実採用へつながる可能性がある。基本的に、対面授業。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先組織・団体との接
触により、様々な課題の発見からソリュー
ションを導くPBL型授業を実施する。

連携先やその業界について理解を深め、問題
解決に向けて学生の新鮮な視点で物
事を捉え、提案からソリューションを導く。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案を行う。

連携先が抱える問題や課題に対して、調
査・分析のもと考察を進め、客観的・論理
的な視点での精査を交えながら解決のため
の企画やデザインの提案を行うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査や分析はもちろん、実際に連携先組
織・団体の方に来校いただ
き、様々な話を伺うことで、課題や問題を発
見し、解決の糸口を模索する。

2 ．DP8.意思疎通

グループ内メンバー間での意思疎通を積極
的にはかり、プロジェクトの進捗をスムー
スに遂行するための実行力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ学修を通じて、各メンバーの役割分
担や責任領域を明確にし、協議や精
査を繰り返すことで、チームワークの大切さ
を学ぶ。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府

島本町)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)
本授業は産学連携授業のプロジェクト型（グループ構成によるPBL型授業）として実施する。授業の始めに連携先組織・団体の方に来校い
ただき、業界についての基礎学修を行い、必要情報、並びに課題を得ます。最終的に提案として連携先へのプレゼンテーションを行い、講
評をいただく。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合
提案内容とその成果物

評価の基準
： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
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50％
授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修成果度評価

： グループ学修の中での情報共有やディスカッションなどにおける自発性、役割分担における責任度
合いについて評価する。
： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後にレ
ポートを提出し、評価する。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業・組織・団体からの情報（パンフレットや会社紹介資料）など必要に応じて授業内で紹介する。
また、この授業用に教員の方でプロジェクト演習の授業テキスト（全14回分）を用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をする。実際に社会で活躍されている組織・団体の方とのコミュニケーションがは
かれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができるので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質問な
ど学生側からの積極的な姿勢が大切。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス

プロジェクト演習授業の概要説明

＊授業概要と進め方説明
＊学修到達目標についてと、授業の学びと養われる力について説
明
＊PBL型演習授業の目的
＊プロジェクト演習授業を通じて身につくスキル
＊授業評価基準
＊受講上のルールと注意事項
＊授業計画（スケジュール）
＊グループ分け
第2回

協力企業・組織・団体に関する調査のまとめ
＊事前調査の共有（グループ内）
＊協力企業・組織・団体紹介
＊仕事と現場について
＊課題提供・説明
＊学生に期待すること
＊質疑・応答

外部協力企業・組織・団体についての事前調
査を行う。

4時間

企業・組織・団体の業務紹介を受けて、業
界の仕事について調べてる。

4時間

第3回

調査報告会
＊調査内容の共有（グループ内）
＊報告・発表資料作成
＊発表の役割分担
＊報告会実施
＊報告会の振り返り

課題に対する必要情報の収集を行う。

4時間

第4回

課題対象物やその業界についての調査・分析（ターゲッ
トを知る・とりまく環境を知る）
＊ポジショニングマッピングの作成・分析
＊マッピングと分析の発表

課題に対する、アイデアの検討・創
出を行う。

4時間

第5回

アイデア（発想）の着眼点とヒント
＊柔軟な思考とユニークな発想
＊事例紹介
＊個々のアイデアについての共有とディスカッション

アイデアの再創出を行う。

4時間

第6回

課題制作 1：アイデアの創出と分類
＊アイデアの創出と分類
＊提案領域について
＊ターゲットカスタマーを意識した斬新なアイデア
＊アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)

個々のアイデアに対する材料収集を行う。

4時間

第7回

課題制作 ２：アイデアの精査と発表会準備
＊アイデアの絞り込みとまとめ
＊アイデア発表会に向けた準備（発表資料・発表プロセス・役割
分担など）
＊プレゼンテーションのコツとポイント

アイデア発表会の準備を行う。

4時間

第8回

アイデア発表会（連携先企業・組織・団体に対して）
＊アイデア発表会（連携先担当者出席）
＊グループごとの発表
＊連携先からの講評
＊連携先の方との質疑・応答
＊授業レスポンスシートの記入・提出

アイデア発表会の感想とまとめを行う。

4時間
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第9回

アイデア発表会を終えて(復習とまとめ)
＊アイデア発表会の振り返り
＊アイデア評価シートによる分析
＊グループ内ディスカッション
＊アイデアの絞り込み
＊授業レスポンスシートの記入・提出
＊中間学修到達度の確認とフィードバック

グループで決めた宿題の対応を行う。

4時間

第10回

課題制作 ３：提案実現に向けた準備
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

役割分担に沿った宿題(活動)に対応する。

4時間

第11回

課題制作 ４：プレゼンテーションの構成・準備

プレゼンテーションリハーサルの準
備を行う。

4時間

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）を行う。

4時間

＊制作上の役割分担と進捗確認
＊メンバーの方向性(足並み)確認
＊制作スケジュール全体の確認
＊修正・変更点の洗い出し
＊プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
＊制作物の見せ方・活用の仕方の確認
＊授業レスポンスシートの記入・提出
第12回

プレゼンテーションリハーサル
＊グループプレゼンテーション
＊教員からの講評・アドバイス
＊リハーサルを終えて（振り返り・最終プレゼンテーショ
ンに向けて）
＊授業レスポンスシートの記入・提出

第13回

プレゼンテーション（連携先企業・組織・団体に向けた最終プ
レゼンテーション）
＊グループ プレゼンテーション（連携先担当者出席）
＊連携先企業・組織・団体の方からの講評(グループごと)
＊連携先企業・組織・団体の方との質疑・応答
＊総評
＊授業レスポンスシートの記入・提出

グループごとに、プレゼンテーショ
ンの振り返りをしておく。

4時間

第14回

演習のまとめ・振り返り

各自、プロジェクト演習を振り返り、修学し
たことを整理しておく。

4時間

＊最終プレゼンテーションの振り返り
＊プロジェクト演習全体の振り返り（ルーブリックなど）
＊最終の学修到達度の確認
＊授業のまとめ（担当教員）
◎優秀提案グループは後日、表彰式出席等を予定
◎提案成果物の製造サポート 他
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習４（企画・デザイン・PBL）
桐原一史
全コース・3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
社会での実践力、協働できる素養を踏まえ社会人としての姿勢を身につける。社会や地域が提供する課題に全受講者が取組み、学修活動から学
修手法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼンテーションなどキャリアに必要なコンピテン
シーを能動的に学びます。プロジェクト演習では、連携先（クライアント）からの要望内容に基づき、デザインの開発・提案をおこない、優
秀なアウトプットについては、実採用へつながる可能性がある。基本的に、体面授業。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先組織・団体との接
触により、様々な課題の発見からソリュー
ションを導くPBL型授業を実施する。

連携先やその業界について理解を深め、問題
解決に向けて学生の新鮮な視点で物
事を捉え、提案からソリューションを導く。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案を行う。

連携先が抱える問題や課題に対して、調
査・分析のもと考察を進め、客観的・論理
的な視点での精査を交えながら解決のため
の企画やデザインの提案を行うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査や分析はもちろん、実際に連携先組
織・団体の方に来校いただ
き、様々な話を伺うことで、課題や問題を発
見し、解決の糸口を模索する。

2 ．DP8.意思疎通

グループ学修を通じて、各メンバーの役割分
担や責任領域を明確グループ内メンバー間で
の意思疎通を積極的にはかり、プロジェク
トの進捗をスムースに遂行するための実行
力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ学修を通じて、各メンバーの役割分
担や責任領域を明確にし、協議や精
査を繰り返すことで、チームワークの大切さ
を学ぶ。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府

島本町)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)
本授業は産学連携授業のプロジェクト型（グループ構成によるPBL型授業）として実施する。授業の始めに連携先組織・団体の方に来校い
ただき、業界についての基礎学修を行い、必要情報、並びに課題を得ます。最終的に提案として連携先へのプレゼンテーションを行い、講
評をいただく。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達度評価

： グループ学修の中での情報共有やディスカッションなどにおける自発性、役割分担における責任度
合いについて評価する。
： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後にレ
ポートを提出し、評価する。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業・組織・団体からの情報（パンフレットや会社紹介資料）など必要に応じて授業内で紹介する。
また、この授業用に教員の方でプロジェクト演習の授業テキスト（全14回分）を用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習を行う。実際に社会で活躍されている組織・団体の方とのコミュニケーションがは
かれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができますので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質
問など学生側からの積極的な姿勢が大切。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとプロジェクト演習授業の概要説明
＊授業概要と進め方説明
＊学修到達目標についてと、授業の学びと養われる力について説
明
＊PBL型演習授業の目的
＊プロジェクト演習授業を通じて身につくスキル
＊授業評価基準
＊受講上のルールと注意事項
＊授業計画（スケジュール）
＊グループ分け

第2回

協力企業・組織・団体に関する調査のまとめ
＊事前調査の共有（グループ内）
＊協力企業・組織・団体紹介
＊仕事と現場について
＊課題提供・説明
＊学生に期待すること
＊質疑・応答

外部協力企業・組織・団体についての事前調
査を行う。

4時間

企業・組織・団体の業務紹介を受けて、業
界の仕事について調べる。

4時間

第3回

調査報告会
＊調査内容の共有（グループ内）
＊報告・発表資料作成
＊発表の役割分担
＊報告会実施
＊報告会の振り返り

課題に対する必要情報の収集を行う。

4時間

第4回

課題対象物やその業界についての調査・分析（ターゲッ
トを知る・とりまく環境を知る）
＊ポジショニングマッピングの作成・分析
＊マッピングと分析の発表

課題に対する、アイデアの検討・創
出を行う。

4時間

第5回

アイデア（発想）の着眼点とヒント
＊柔軟な思考とユニークな発想
＊事例紹介
＊個々のアイデアについての共有とディスカッション

アイデアの再創出を行う。

4時間

第6回

課題制作 1：アイデアの創出と分類
＊アイデアの創出と分類
＊提案領域について
＊ターゲットカスタマーを意識した斬新なアイデア
＊アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)

個々のアイデアに対する材料収集を行う。

4時間

第7回

課題制作 ２：アイデアの精査と発表会準備
＊アイデアの絞り込みとまとめ
＊アイデア発表会に向けた準備（発表資料・発表プロセス・役割
分担など）
＊プレゼンテーションのコツとポイント

アイデア発表会の準備を行う。

4時間

第8回

アイデア発表会（連携先企業・組織・団体に対して）

アイデア発表会の感想とまとめを行う。

4時間
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＊アイデア発表会（連携先担当者出席）
＊グループごとの発表
＊連携先からの講評
＊連携先の方との質疑・応答
＊授業レスポンスシートの記入・提出
第9回

アイデア発表会を終えて(復習とまとめ)
＊アイデア発表会の振り返り
＊アイデア評価シートによる分析
＊グループ内ディスカッション
＊アイデアの絞り込み
＊授業レスポンスシートの記入・提出
＊中間学修到達度の確認とフィードバック

グループで決めた宿題を行う。

4時間

第10回

課題制作 ３：提案実現に向けた準備
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

役割分担に沿った宿題(活動)に対応する。

4時間

第11回

課題制作 ４：プレゼンテーションの構成・準備

プレゼンテーションリハーサルの準
備を行う。

4時間

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）を行う。

4時間

＊制作進捗上の役割分担と進捗確認
＊メンバーの方向性(足並み)確認
＊制作スケジュール全体の確認
＊修正・変更点の洗い出し
＊プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
＊制作物の見せ方・活用の仕方の確認
＊授業レスポンスシートの記入・提出
第12回

プレゼンテーションリハーサル
＊グループプレゼンテーション
＊教員からの講評・アドバイス
＊リハーサルを終えて（振り返り・最終プレゼンテーショ
ンに向けて）
＊授業レスポンスシートの記入・提出

第13回

プレゼンテーション（連携先企業・組織・団体に向けた最終プ
レゼンテーション）
＊グループプレゼンテーション（連携先担当者出席）
＊連携先企業・組織・団体の方からの講評（フループごと）
＊総評
＊授業レスポンスシートの記入・提出

グループごとに、プレゼンテーショ
ンの振り返りを行う。

4時間

第14回

演習のまとめ・振り返り

各自、プロジェクト演習を振り返り、修学し
たことを整理しておく。

4時間

＊最終プレゼンテーションの振り返り
＊プロジェクト演習全体の振り返り（ルーブリックなど）
＊最終の学修到達度の確認
＊授業のまとめ（担当教員）
◎優秀提案グループは後日、表彰式出席等を予定
◎提案成果物の製造サポート 他
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

プロジェクト演習２（茶室のDIY制作）
山中コ～ジ
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
実務として建築の設計や施工を行っており、その経験を活かした授業とする。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
建築の基本的な構成を学ぶ為、プリミティブな柱、梁、床を作ることで、構築物を完成させることで、建築がどのように作られているのか
を学ぶ。建築構造、計画の基礎を実地を行うことで習得することが目的の授業で、茶室をDIYとして制作することで、建築の構造、施工方法、道
具、設計について、建築設計と施工の全般を学ぶ授業です。また、制作は材料のサイズなどを勘案してグループワークで行うため、建築基
礎の他、コミュニケーション能力の構築も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に求めらえている「茶室」の目標と、役
割を理解した上で企画を検討し制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題が持つ課題、本授業の場合は社会課題に
も共通するが、それらの課題発見をサーベ
イを行うことで発見する。

2 ．DP8.意思疎通

教員、学生に加えて、外部の人に対しても円
滑なコミュニケーションが取れる力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

本授業はグループワークを色々な場面で行う
が、自分がグループの中で履行すべき事
柄の理解と、それを踏まえた行動ができる能
力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

個人評価・授業参加姿勢
30％
グループワーク参加姿勢
30％

： 授業での諸活動への個人としての参加状況を、成果物を通して授業への取り組む参加姿勢として評
価します。
： 授業での諸活動へのグループワークでの参加状況を、成果物を通して授業への取り組む参加姿勢と
して評価します。

事後レポート・研修報告プレゼンテー ： 最終成果物として、レポート及びプレゼンテーテーションを行う事で、自身がどのような活
ション、期末試験
動を納めたか、街づくりに貢献できたかを判定します。
30％
学習到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
タイトル：おさまり詳細図集１（木造編）／出版社：理工学社／出版年：1997年
木造建築の工法が図解で示された図集

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日６限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応する。（yamanaka-k@osaka-seikei.ac.jp）Eメー
ル件名としては「プロジェクト演習2」について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学習/ツリーハウスと茶室についてのレクチャー

2020年まで本校で取り組んでいたツリーハウス施工の様
子を振り返りレクチャーを行う。

独自でツリーハウスもしくは茶室について
の実例をリサーチす
る事。図を盛り込み1000字程度のレポー
トに纏める。

2時間

敷地調査より得られた情報を各自の調査レ
ポートに記入する内容を精査する。

2時間

敷地調査より得られた情報を各自の調査レ
ポートに記入する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する内容を精
査する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する内容を編
集する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する。

2時間

基礎を作る為の配置と作業における一連の作
業を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する。

2時間

基礎部に束石を配置する作業における一
連を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する。

2時間

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る内容を精査する。

2時間

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る内容の編集。

2時間

実際に施工するため、安全に対して必要な物や、心構えの指導。
どのようにしてツリーハウスが建っているのかについて、構造
面での講義。
どのようにしてツリーハウスが建てるのかについて、施工面で
の講義。
茶室についての講義。
「学習到達度の確認」について説明
第2回

学外授業：現状の敷地調査1-①
京都市右京区京北のpivoto工房内に茶室の敷地がある。高低差
及び地盤の強度、敷地の面積を測量することで敷地の情
報を得る。
情報収集編

第3回

学外授業：現状の敷地調査1-②
京都市右京区京北のpivoto工房内に茶室の敷地がある。高低差
及び地盤の強度、敷地の面積を測量することで敷地の情
報を得る。
情報記入編

第4回

学外授業：構造材に墨入れ 1-③
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と作業手順の説明、素材の準備と配置。

第5回

学外授業：構造材に墨入れ 2-①
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と同様の内容を素材に墨入れをおこなう。

第6回

学外授業：構造材に墨入れ 2-②
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と同様の内容を素材に墨入れをおこなう。作業完成。

第7回

学外授業：基礎作り配置編

2-③

茶室を組み立てるにあたり、基礎となる部分に縄張りをおこな
う。
縄張りの意味とやり方の説明。
【中間】「学習到達度の確認」
第8回

学外授業：基礎作り配置編

3-①

縄張りをした一に基礎となる束石を据える作業。レベル調整と位
置調整。
束石の意味と基礎の配置方法の説明。
第9回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

3-②

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。仮組を行う。
建て方の意味を説明。
第10回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

3-③

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。仮組と問題点の補
正と解体。
仮組、補正、解体についての重要ポイントを説明。
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第11回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

4-①

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。本組み作業。
仮組による微調整を行ったのち、本組み作業をおこなう。
本組みについての重要ポイントを説明。

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る。

2時間

第12回

学外授業：躯体（構造材）に耐震壁を貼付ける（建て方）
4-②
建て方を行い躯体となった建物に耐震補強の板を貼付ける。
強度を持たせ、維持させる為の耐震壁の制作。
耐震補強についての意味を説明。

破損部材の記録写真の整理。新しい部材の塗
装方法を記録。

2時間

第13回

学外授業：躯体（構造材）に屋根を貼付ける

屋根下地板張りつけの作業における一連の作
業を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する内容の編集。

2時間

振り返り授業を基にしたレポートを作成。写
真を盛り込み1000字程度に纏める。

2時間

4-③

強度を確保した躯体に屋根の下地板を貼付ける。
屋根の働き及び強度について説明。
第14回

事後学習/茶室の制作についての振り返り
全4回の学外授業を経て、建築の設計から施工というプロセ
スの中で自分が関わった内容と、その成果について振り返り
を行う。
また、学生各自からの振り返りを基に総括を行ない、どのよう
なプロセスで建築が出来ていくのかについて理解を深める。
【最終】「学習到達度の確認」
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習２（ゲーム及びコンテンツ制作）
伊藤俊輔
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
ゲーム制作ツールのUnrealEngineを使用した制作実習。
数人（希望があれば個人）のグループで制作チームを組み、それぞれ企画立案からアセット制作、ゲーム完成を目指し、実際の開発体験を通し
てゲームコンテンツ制作に必要な技能を学ぶ。
最終成果物として、
企画書、アセットデータに加え、ゲームタイトル画面～ゲームステージ～リザルト画面（ゲームオーバー画面）の
一連のゲームループが確認できる実行ファイルを制作目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム制作の知識。UnrealEngineをの機
能を理解し、ゲーム制作に必要な実装方
法の手段を会得する。

キャラクター操作やアセット設定、ゲームフ
ローなど、ゲームコンテンツに必要なフ
ローを組み込むためのUnrealEngineのそれぞ
れの機能を学習し、使用することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

会得したゲーム制作の知識を、実際に活用す
ることができる。自身や、グループの能
力を使ってゲームコンテンツを作成する。

限られた期間の中で、ゲーム制作の計
画を立て、スケジュールに沿って作り上げる
ことができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出作品のクォリティ、完成度
30％
受講態度
20％
企画・立案能力
20％

： 授業を通して最終的に出来上がった課題作品の内容をもって、ゲームとしての完成度から評
価を行います。
： 授業への参加状況に加え、制作における責任を果たせているか、制作物に対する姿勢に焦点を当て
て
評価を行います。
： 作品の表現内容、独自性を評価します。サンプルを組み合わせるだけでなく、受講者が表現した
い内容がゲーム内容に反映されているかを評価します。
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プレゼンテーション能力
20％
学修到達度評価
10％

： プレゼンテーションの発表内容とアピール方法、作品の面白さについて制作者の意図がどれくら
い伝えられているかを評価する。
発表準備の作業姿勢、チーム貢献度も評価対象とします。
： ツールに対する理解を基本的な評価方針とし、理解した内容を踏まえ、自身のコンテンツ制作へ
と応用できているかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard
ほかの情報は必要に応じて、適宜情報を提示していきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目を受講するにあたり必要なスキルとして、MAYAやBlenderなどの3Dツールを使ったモデリングの技能や、制作したアセットをFBXデー
タに出力する等の基本的な操作を求める。
くわえて、本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容の復習を行い、必要な制作物の授業外での作成作業を行い、立てた予定通りの進
行を目指す事。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
Mail : ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・UE４操作習得と学修到達目標の説明

授業概要説明、本講義全体を通した課題提示、UE4クイックス
タートの学習を行う。
ゲーム制作の概要と課題説明から始まり、UE４基本操作説明と
制作グループ分け、各班による企画アイデア検討を行う。

Youtubeの動画などを参考に、チュートリア
ルを自身でも行い、UE4の操作に慣れておくこ
と。（動画URLの例は同講義内容の資料に記
載。）

4時間

この時点で、ゲームのコンセプトを決定して
いる想定で、 そのコンセプトを表す内容の概
要書を継続して作成する。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

次回プロトタイプの発表が行われるので、途
中状態で確認できない状況にならぬよう、キ
リのいい所（エラーがなく、実際に動作す
る状態）まで仕上げておいてください。

4時間

このタイミングで最初に取り決めたスケ
ジュール通り作り続けるか、内容を変更する
かの検討をチーム内でよく話し合い検討して
おく事。作った結果で狙った表現ができてい
ない事が分かった場合は方向転換も考
慮に入れてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

２～４名を目安にチームを作り、今後の授業を通じ
作成したいゲームのアイデアを検討する。
※複数人数での制作推奨だが、１人でゲーム全体を作成す
る事を選択しても良い。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

ゲーム企画概要書の作成
各班のゲーム企画概要書を作成。
Word、Excel、PowerPoint どの形式でも作成しても良いが、
最終的に印刷して形になるようにレイアウトを調整する。

第3回

プリプロダクション制作・マップ制作
プロトタイプとして、実際に遊べるステージを１つ作る。背景ア
セットと配置物オブジェクトの作成。

第4回

プリプロダクション制作・ゲームルール実装
１限：前回の続きと、ゲームステージの構築
２限：ゲームルールの実装

第5回

プリプロダクション制作・ゲーム演出

１限：ゲームルールの実装
２限：エフェクト、サウンドなど演出強化作業
第6回

プリプロダクション制作・プロトタイプ発表

１限：各班による発表
２限：プロトタイプを終えて、本制作の制作物の検討
第7回

本制作の計画と資料準備と学習到達度の中間確認
１限：作業スケジュールの作成、仕様書の作成
２限：開発環境の構築、バージョン管理システムの導入
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
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第8回

本制作・マップ制作
制作進捗に合わせた制作作業。主には背景アセット制作時間とし
て活用し、制作時間を割きたいカテゴリがあればそのアセット制
作を行う。

第9回

本制作・全アセット組み込み作業
作成した必要なアセットをすべてゲーム内に組み込む作
業を行う。

第10回

本制作・制作作業完了

制作締切日。このタイミングまでに当初予定していた企画書内
容の実装を完了させる。
デザインデータやシステムがすべて載っている状態を目指す。
第11回

本制作・成果物の最終調整

制作物の最終調整作業。パラメータ調整・アセットデータのクォ
リティアップ、デバッグ作業などを行い、プロジェクトデー
タの完成を目指す
第12回

成果物のプレゼンテーション準備
プロジェクト成果物の紹介用プレゼンデータの制作を行う。

第13回

作品発表会

各自が制作してきたゲームコンテンツのプレゼン発表を行い、担
当教員からの個別評価から総評までの品評を受ける。
第14回

最終成果物の取りまとめと学習到達度の最終確認

ゲームプレイ動画と静止画によるキャプチャデータの撮
影を行う。最終成果物を自身の作品として取りまとめる。
最終の学修達成度の確認を行う。
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アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

次回以降、授業内で制作作業を行う事は基本
的にありません。この回までに制作が完了し
ていない場合は授業外の時間を使って完成さ
せておくようにすること。

4時間

次回授業時までに、可能な限りクォリティ
アップを図る事。発生した疑問や問題は、担
当教員などに質問をし、解消させておいてく
ださい。

4時間

次回は発表会となるので、本授業までにプレ
ゼン資料が完成していない場合は、必ず次
回までに作り上げてください。

4時間

ゲーム表現や作りこみはどこまで時間をかけ
ても尽きないので、次回の発表までにチー
ムで作り上げてきた作品のクォリティアッ
プを図っていってください。

4時間

制作物は就職作品としても活用できるの
で、実行ファイルとして保存しておく事。ま
た、企業への提出の事を考え資料化しておい
てください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習４（ゲーム及びコンテンツ制作）
伊藤俊輔
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
ゲーム制作ツールのUnrealEngineを使用した制作実習。
数人（希望があれば個人）のグループで制作チームを組み、それぞれ企画立案からアセット制作、ゲーム完成を目指し、実際の開発体験を通し
てゲームコンテンツ制作に必要な技能を学ぶ。
最終成果物として、
企画書、アセットデータに加え、ゲームタイトル画面～ゲームステージ～リザルト画面（ゲームオーバー画面）の
一連のゲームループが確認できる実行ファイルを制作目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム制作の知識。UnrealEngineをの機
能を理解し、ゲーム制作に必要な実装方
法の手段を会得する。

キャラクター操作やアセット設定、ゲームフ
ローなど、ゲームコンテンツに必要なフ
ローを組み込むためのUnrealEngineのそれぞ
れの機能を学習し、使用することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

会得したゲーム制作の知識を、実際に活用す
ることができる。自身や、グループの能
力を使ってゲームコンテンツを作成する。

限られた期間の中で、ゲーム制作の計
画を立て、スケジュールに沿って作り上げる
ことができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出作品のクォリティ、完成度
30％
受講態度
20％
企画・立案能力
20％

： 授業を通して最終的に出来上がった課題作品の内容をもって、ゲームとしての完成度から評
価を行います。
： 授業への参加状況に加え、制作における責任を果たせているか、制作物に対する姿勢に焦点を当て
て
評価を行います。
： 作品の表現内容、独自性を評価します。サンプルを組み合わせるだけでなく、受講者が表現した
い内容がゲーム内容に反映されているかを評価します。
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プレゼンテーション能力
20％
学修到達度評価
10％

： プレゼンテーションの発表内容とアピール方法、作品の面白さについて制作者の意図がどれくら
い伝えられているかを評価する。
発表準備の作業姿勢、チーム貢献度も評価対象とします。
： ツールに対する理解を基本的な評価方針とし、理解した内容を踏まえ、自身のコンテンツ制作へ
と応用できているかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard
ほかの情報は必要に応じて、適宜情報を提示していきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目を受講するにあたり必要なスキルとして、MAYAやBlenderなどの3Dツールを使ったモデリングの技能や、制作したアセットをFBXデー
タに出力する等の基本的な操作を求める。
くわえて、本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容の復習を行い、必要な制作物の授業外での作成作業を行い、立てた予定通りの進
行を目指す事。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
Mail : ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・UE４操作習得と学修到達目標の説明

授業概要説明、本講義全体を通した課題提示、UE4クイックス
タートの学習を行う。
ゲーム制作の概要と課題説明から始まり、UE４基本操作説明と
制作グループ分け、各班による企画アイデア検討を行う。

Youtubeの動画などを参考に、チュートリア
ルを自身でも行い、UE4の操作に慣れておくこ
と。（動画URLの例は同講義内容の資料に記
載。）

4時間

この時点で、ゲームのコンセプトを決定して
いる想定で、 そのコンセプトを表す内容の概
要書を継続して作成する。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

次回プロトタイプの発表が行われるので、途
中状態で確認できない状況にならぬよう、キ
リのいい所（エラーがなく、実際に動作す
る状態）まで仕上げておいてください。

4時間

このタイミングで最初に取り決めたスケ
ジュール通り作り続けるか、内容を変更する
かの検討をチーム内でよく話し合い検討して
おく事。作った結果で狙った表現ができてい
ない事が分かった場合は方向転換も考
慮に入れてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

２～４名を目安にチームを作り、今後の授業を通じ
作成したいゲームのアイデアを検討する。
※複数人数での制作推奨だが、１人でゲーム全体を作成す
る事を選択しても良い。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

ゲーム企画概要書の作成
各班のゲーム企画概要書を作成。
Word、Excel、PowerPoint どの形式でも作成しても良いが、
最終的に印刷して形になるようにレイアウトを調整する。

第3回

プリプロダクション制作・マップ制作
プロトタイプとして、実際に遊べるステージを１つ作る。背景ア
セットと配置物オブジェクトの作成。

第4回

プリプロダクション制作・ゲームルール実装
１限：前回の続きと、ゲームステージの構築
２限：ゲームルールの実装

第5回

プリプロダクション制作・ゲーム演出

１限：ゲームルールの実装
２限：エフェクト、サウンドなど演出強化作業
第6回

プリプロダクション制作・プロトタイプ発表

１限：各班による発表
２限：プロトタイプを終えて、本制作の制作物の検討
第7回

本制作の計画と資料準備と学習到達度の中間確認
１限：作業スケジュールの作成、仕様書の作成
２限：開発環境の構築、バージョン管理システムの導入
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
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第8回

本制作・マップ制作
制作進捗に合わせた制作作業。主には背景アセット制作時間とし
て活用し、制作時間を割きたいカテゴリがあればそのアセット制
作を行う。

第9回

本制作・全アセット組み込み作業
作成した必要なアセットをすべてゲーム内に組み込む作
業を行う。

第10回

本制作・制作作業完了

制作締切日。このタイミングまでに当初予定していた企画書内
容の実装を完了させる。
デザインデータやシステムがすべて載っている状態を目指す。
第11回

本制作・成果物の最終調整

制作物の最終調整作業。パラメータ調整・アセットデータのクォ
リティアップ、デバッグ作業などを行い、プロジェクトデー
タの完成を目指す
第12回

成果物のプレゼンテーション準備
プロジェクト成果物の紹介用プレゼンデータの制作を行う。

第13回

作品発表会

各自が制作してきたゲームコンテンツのプレゼン発表を行い、担
当教員からの個別評価から総評までの品評を受ける。
第14回

最終成果物の取りまとめと学習到達度の最終確認

ゲームプレイ動画と静止画によるキャプチャデータの撮
影を行う。最終成果物を自身の作品として取りまとめる。
最終の学修達成度の確認を行う。
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アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

アセット作成の際に発生した疑問は次回授業
時までに担当教員などに質問を行い解消させ
ておいてください。

4時間

次回以降、授業内で制作作業を行う事は基本
的にありません。この回までに制作が完了し
ていない場合は授業外の時間を使って完成さ
せておくようにすること。

4時間

次回授業時までに、可能な限りクォリティ
アップを図る事。発生した疑問や問題は、担
当教員などに質問をし、解消させておいてく
ださい。

4時間

次回は発表会となるので、本授業までにプレ
ゼン資料が完成していない場合は、必ず次
回までに作り上げてください。

4時間

ゲーム表現や作りこみはどこまで時間をかけ
ても尽きないので、次回の発表までにチー
ムで作り上げてきた作品のクォリティアッ
プを図っていってください。

4時間

制作物は就職作品としても活用できるの
で、実行ファイルとして保存しておく事。ま
た、企業への提出の事を考え資料化しておい
てください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習２
齋藤英樹
2.3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。

授業概要
「株式会社hachi」の商品企画提案。京都にてサスティナブル素材を使ったブランドを運営するデザインスタジオの商品企画提案を行います。さ
まざまなファッションアイテムからウェアまで幅広いラインナップの中、企業が求める内容を理解しリサーチからデザイン案、提案へと結びつ
けます。完成作品は京都のギャラリーで展示し、優秀作品は商品化へ結びつけます。
参考URL https://offsaitstudio.com/ja
体験内容：実際の企業と協業しながら、デザインを生み出すまでの流れを理解する。
クライアントの意向に沿いながらオリジナルのデザインを提案。
目標：相手がどういったものを求めているかを聞き出す力を身につける。
問題解決に向けた企画提案力（プレゼン力）を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先企業との接触によ
り、様々な課題の発見からソリューショ
ンを導くPBL型授業を実施します。

業界や市場の理解を深め、問題解決に向け
て学生の立場の新鮮な視点で物事を捉え、提
案からソリューションを導きます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案をおこないます。

連携先企業の業界動向や市場戦略を理
解し、調査や分析をもとに考察を進め、企
画やデザインの提案に結びつけます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認をおこないます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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各授業に対する取組み姿勢

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢（発言力）を評価します。
10％

協力姿勢と分業責任
10％
学習到達目標
10％
プレゼンテーション
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価します。
： 授業で学修したことや経験がしっかり自分なりに整理されているか、自分のスキルアップにつな
がっているかを、授業のレスポンスシートを参考に評価します。
： グループとしての提案が作品とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかど
うか。また、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価します。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて15回授業終了後にレ
ト）
ポートを提出し、評価します。
10％
授業内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「佐藤可士和さん、仕事って楽しいですか? (宣伝会議)」佐藤可士和
このようなデザイナーの仕事が書かれている本をできるだけたくさん読んで参考にしてください。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。実際に社会で活躍されている企業の方とのコミュニケーションが
はかれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができますので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質
問など学生側からの積極的な姿勢が大切です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

12:20～13：00

場所：

東館研究室にて

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレスは授業開始時に共有します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明
・授業概要と進行説明を行う連携企業となる「株式会
社hachi」についての説明。
・プロジェクト演習の目的と目標
・プロジェクト演習で身につくスキル
・協力企業について
・グループ分け
・リサーチ課題の発表

サスティナビリティについてのリサーチ、協
力企業の事前調査

4時間

第2回

協力企業の事前調査まとめ、サスティナビリティについての見
解を述べる
・事前調査した協力企業について共有
・協力企業の事業紹介
・企業に行った際の質問事項などをまとめる

事業紹介をふまえて、事業内容や企業の仕
事について調べる

4時間

第3回

協力企業訪問
・企業の現状と問題点
・課題・案件説明
・質疑応答

訪問時に受けた課題や案件について情報収集

4時間

第4回

企業調査報告会
・前回の企業訪問の振り返り
・情報収集内容の共有
・課題・問題点などの分析と研究

課題に対するアイディアの創出

4時間

第5回

アイデア出し
・各々のアイディアの発表
・ディスカッション
・サスティナブルやSDGsとは何かを確認

素材について調査・研究

4時間

第6回

提案企画（ラフ）まとめ
・協力企業に向けた商品企画案の取りまとめ
・課題や問題点の解決策がしっかり組み込まれているか確認
・アイディア発表に向けた資料作成

アイディア発表（ラフ）の準備・資料作成

4時間

第7回

ラフ案プレゼンテーション

プレゼン時の質問内容・講評をうけて、修正
点をまとめる。

4時間

・各グループプレゼンテーション
・企業側からの質疑応答
・企業からの講評
第8回

ラフ案プレゼンテーションの振り返り
・前回プレゼンからの振り返り、修正内容の共有
・グループディスカッション
・最終企画提案に向けての修正・ブラッシュアップ

アイディアの再創出

4時間

第9回

提案デザイン制作①（提案企画の準備）
・課題の分析・研究と解決のための提案内容をディスカッション
・提案デザインの検討
・制作物の検討
・制作スケジュールの確認

提案資料の準備

4時間

第10回

提案デザイン制作②（企画資料の作成とサンプル制作）

課題制作

4時間
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・提案デザインのデザイン画作成
・仕様書作成
・課題解決に内容精査、資料作成
・サンプル作成
第11回

提案デザイン制作③（企画資料の作成とサンプル制作）
・提案デザインのデザイン画作成
・仕様書作成
・課題解決に内容精査、資料作成
・サンプル作成

課題制作

4時間

第12回

提案デザイン制作④（提案資料とサンプルの完成）
・プレゼンテーション用資料の完成
・提案サンプルの完成
・完成品の再確認
・修正、変更

プレゼンテーション準備

4時間

第13回

企業プレゼンリハーサル
・プレゼンテーションの設計・割り振り
・本番に向けたプレゼンのリハーサル（教員に向けてプレゼン）
・教員からの質疑応答・講評

企業プレゼンに向けた最終調整

4時間

第14回

企業プレゼンテーション
・各グループプレゼンテーション
・企業からの質疑応答
・企業からの講評
・期末ルーブリック判定（課題への取り組みの自己評価をルーブ
リックによって行う。）

振り返りレポートの作成

4時間

第15回

グループごとのミーティング
課題の評価ポイント、グループとしてのまとまりなどを検証する

提出物の作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習３（絵本）
谷口 智則、唐仁原 希
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

20作近い絵本を出版しています。国内だけでなく海外でも出版されている現役の絵本作家です。また、イラス
トレーターとして、企業広告や百貨店のキャンペーン、パッケージのために作品を提供しています。
（全14回）

授業概要
各々のイラストレーションを用い、オリジナル絵本を制作する授業です。絵を描く前の段階の「ストーリーづくり」を大切にすること、プロに
なるには何を描いてもその人だとわかるオリジナリティを表現することを重視した授業をすすめて行きたいと考えています。今はグッズな
ど、ネット上で注文すれば誰でも簡単につくることができる時代ですが、一つひとつにストーリーやぬくもりを感じられるものではないと意
味がないのではと思っています。授業では、イラストやキャラクターの根幹となるテーマをしっかりと考え、どんな媒体にも応用できるよう
に伝えていきます。“世界を視野に入れた活躍を目指す”ということも踏まえて一緒に学びをつくり上げていきましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

多くの人の支持を得る絵本に触れ、絵本につ
いての認識を深めます。

絵本特有のストーリー展開、主人公や登場人
物のキャラクター設定について知識を深めま
す。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

一冊のオリジナル絵本を最終的に製本して仕
上げます。

ストーリー、キャラクター設定からイラス
ト表現・文章表現に至る全てを実際の制
作を通して学びます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

絵本という分野の特徴を理解した上で、自分
自身が取り組むテーマーを設定します。

2 ．DP8.意思疎通

オリジナル絵本のテーマ、ストーリー、キャ
ラクター設定についての考え、プランを、ラ
フ画やページ進行を具体的に描きながら教
員に伝えることができます。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

絵本作家としての制作、製本のための作
業は、役割分担されてそれぞれの専門家が職
業として存在していますが、この授業で
は、両方の作業を一人で担当する中で、全
体のスケジュール進行に合わせて制作しま
す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
本屋に置かれている絵本・図書館にある絵本をチェックする。より多くの絵本に学ぶ。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。これによっ
て学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。60％以上の出席がなければ成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（提案内容とその成果物）

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢10％

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
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プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標10%

： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「日本の絵本100年100人100冊」著：広松由希子

出版社：玉川大学出版部

「イギリスの絵本の歴史」著：三宅 興子

出版社：岩崎美術社

履修上の注意・備考・メッセージ
本講座は2コマ2単位の授業であるため毎回２時間以上の授業外学修が求められます。
コンテンツを基本量満たすには、作画にかなりの時間を有します。作画技法や作画内容により個々に有する時間が違います。場合によ
り、持ち帰りの作業が必要とされます。作画に体力がいるという事です。また、コンピュータによる編集作業がありますので、コンピュー
タのオペレーションを学ぶ授業でしっかりコンピュータワークを学んでこの授業に臨んでください。
出来上がった絵本は、学外のコンペティションに応募することを目標としています。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 初回授業で連絡方法を連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

担当教員の絵本を紹介しながら、絵本の作り方、絵本の基本
的な知識を紹。学修到達目標について、この授業の学びと養わ
れる力を説明します。
僕の絵本の紹介と、基本的な絵本の作り方についてのレク
チャーを行います。
絵本の楽しみ方の一つに「読み聞かせ」があります。授業時間
中に読み聞かせ体験を交えながら多くの名作絵本を紹介し、絵
本についての基礎知識をふかめます。

どのような絵本がどのように魅力的なのか
を考え、まとめる。まづは多くの絵本をま
ず見るところから始まります。

2時間

第2回

オリジナル絵本のためのストーリー展開を考える。出版の現
場で絵本づくりに携わる編集者を特別講師に迎え、さらにス
トーリーについて考える。
いろいろな絵本を読んでみる経験を通して、自分ならではのス
トーリーを考えたり、魅力的なキャラクターづくりに挑戦しま
す。
良い絵本には「物語性」が必要だということを理解してもらっ
た上で、オリジナル・ストーリー、キャラクター設定を考えま
す。

絵本のストーリー、メインキャラク
ターを描きながら考えてくる。

2時間

第3回

絵本のキャラクター設定と物語作り

物語の設定とキャラクターの設定は、絵
本の魅力の鍵となる重要なポイントです。メ
インキャラクターの魅力や特徴を具体
的に挙げながらアイデアを組み立てる作業を
しましょう。

2時間

物語を魅力的に展開させるページ構成につい
て考え、ページ毎のサムネールを制作しま
す。

2時間

必要な画材・資料の調達と試作の制作を進め
ましょう。

2時間

授業内で教員と相談した表現で本制作を進め
ていく。

2時間

制作スケジュールを考え、制作を進めていき
ましょう。

2時間

物語を魅力的に展開するために主人公となるキャラクターについ
て、具体的に描きながら作り込んでいきます。合わせて物語作り
も進めていきます。
第4回

絵本のキャラクター設定と物語を進める展開を組み立てる
先週に引き続き、物語を魅力的に展開するために主人公とな
るキャラクターについて具体的に描きながら作り込んでいきま
す。合わせて物語作りも進め、ページ展開に物語の面白さを伝え
られる構成を組み入れていきます。

第5回

イラストレーションの下描きから本描きへ
これまでの準備を基に、絵の制作を開始します。
どのような画材を使い、どのような表現が良いのかを、具体
的に描きながら、教員と個別に意見交換して制作を進めます。

第6回

イラストレーション本描きと、文章のブラッシュアップ
これまでの試作によって最も作品の魅力を表現できる描画方
法を決め、本制作を進めていきます。
絵本に入れる文章についても、より作品の魅力となる文章につい
て考えていきます。

第7回

イラストレーション本描きをすすめる。
これまでの授業で教員と確認したことを意識しながら制作をすす
めていきます。絵本は基本的に15見開き（30ページ）と表紙、裏
表紙を必要としますので、期日までに完成させるための制作ペー
スを考慮しながら作業を進めます。

第8回

イラストレーション本描きと進行チェック。中間学修到達
度の確認とフィードバックを行う。
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。文章は最
後の最後までブラッシュアップします。
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行います。

イラストレーション本描きをすすめます

2時間

第9回

イラストレーション本描きを進める

イラストレーション本描きをすすめる

2時間
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描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。制作スケ
ジュールに沿って制作をすすめる。文章は最後の最後までブラッ
シュアップします。
・前回の中間学修到達度の確認とフィードバックの続きを行いま
す。
第10回

イラストレーション本描きと進行チェック
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。次の見
開きの作画にかかる。文章は最後の最後までブラッシュアップし
ます。

スケジュールに沿った制作のため、本描き作
業をすすめる

2時間

第11回

イラストレーション本描き。表紙と扉絵のアイデア
描き上がったイラストレーションのチェックと手直し。次の見
開きの作画にかかる。文章は最後の最後までブラッシュアップし
ます。
表紙と扉絵のアイデアをまとめ、教員と相談しながら方向を決め
ていきましょう。

表紙と扉絵の制作をすすめる

2時間

第12回

絵の仕上げ

中身のイラストレーションの完成を目指た制
作を進める

2時間

授業で確認した修正点の修正作業をすすめ
る。

2時間

未完成の人は、必ず完成させること。ポート
フォリを作り提出する。

2時間

これまでに制作した本文ページを通して見ながら、全体のバラン
ス、描き込み具合の良し悪しなどを教員と相談しながら確認し
て、仕上げの作業に入ります。仕上げの作業が終了次第、手
描き作品はスキャニングを行い、文字をレイアウトして出力しま
す。
第13回

絵の仕上げと製本作業
出力された本文ページ、表紙、見返しなど、製本に必要な要
素を出力して、製本の作業を行います。

第14回

作品のプレゼンテーションと最終の学修達成度の確認を行う。
指定課題成果物全点を前にプレゼンテーション。
・最終学修達成度の確認を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習４
齋藤英樹
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。

授業概要
「株式会社hachi」の商品企画提案。京都にてサスティナブル素材を使ったブランドを運営するデザインスタジオの商品企画提案を行います。さ
まざまなファッションアイテムからウェアまで幅広いラインナップの中、企業が求める内容を理解しリサーチからデザイン案、提案へと結びつ
けます。完成作品は京都のギャラリーで展示し、優秀作品は商品化へ結びつけます。
参考URL https://offsaitstudio.com/ja
体験内容：実際の企業と協業しながら、デザインを生み出すまでの流れを理解する。
クライアントの意向に沿いながらオリジナルのデザインを提案。
目標：相手がどういったものを求めているかを聞き出す力を身につける。
問題解決に向けた企画提案力（プレゼン力）を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先企業との接触によ
り、様々な課題の発見からソリューショ
ンを導くPBL型授業を実施します。

業界や市場の理解を深め、問題解決に向け
て学生の立場の新鮮な視点で物事を捉え、提
案からソリューションを導きます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案をおこないます。

連携先企業の業界動向や市場戦略を理
解し、調査や分析をもとに考察を進め、企
画やデザインの提案に結びつけます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認をおこないます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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各授業に対する取組み姿勢

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢（発言力）を評価します。
10％

協力姿勢と分業責任
10％
学習到達目標
10％
プレゼンテーション
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価します。
： 授業で学修したことや経験がしっかり自分なりに整理されているか、自分のスキルアップにつな
がっているかを、授業のレスポンスシートを参考に評価します。
： グループとしての提案が作品とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかど
うか。また、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価します。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて15回授業終了後にレ
ト）
ポートを提出し、評価します。
10％
授業内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「佐藤可士和さん、仕事って楽しいですか? (宣伝会議)」佐藤可士和
このようなデザイナーの仕事が書かれている本をできるだけたくさん読んで参考にしてください。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。実際に社会で活躍されている企業の方とのコミュニケーションが
はかれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができますので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質
問など学生側からの積極的な姿勢が大切です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

12:20～13：00

場所：

東館研究室にて

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレスは授業開始時に共有します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明
・授業概要と進行説明を行う連携企業となる「株式会
社hachi」についての説明。
・プロジェクト演習の目的と目標
・プロジェクト演習で身につくスキル
・協力企業について
・グループ分け
・リサーチ課題の発表

サスティナビリティについてのリサーチ、協
力企業の事前調査

4時間

第2回

協力企業の事前調査まとめ、サスティナビリティについての見
解を述べる
・事前調査した協力企業について共有
・協力企業の事業紹介
・企業に行った際の質問事項などをまとめる

事業紹介をふまえて、事業内容や企業の仕
事について調べる

4時間

第3回

協力企業訪問
・企業の現状と問題点
・課題・案件説明
・質疑応答

訪問時に受けた課題や案件について情報収集

4時間

第4回

企業調査報告会
・前回の企業訪問の振り返り
・情報収集内容の共有
・課題・問題点などの分析と研究

課題に対するアイディアの創出

4時間

第5回

アイデア出し
・各々のアイディアの発表
・ディスカッション
・サスティナブルやSDGsとは何かを確認

素材について調査・研究

4時間

第6回

提案企画（ラフ）まとめ
・協力企業に向けた商品企画案の取りまとめ
・課題や問題点の解決策がしっかり組み込まれているか確認
・アイディア発表に向けた資料作成

アイディア発表（ラフ）の準備・資料作成

4時間

第7回

ラフ案プレゼンテーション

プレゼン時の質問内容・講評をうけて、修正
点をまとめる。

4時間

・各グループプレゼンテーション
・企業側からの質疑応答
・企業からの講評
第8回

ラフ案プレゼンテーションの振り返り
・前回プレゼンからの振り返り、修正内容の共有
・グループディスカッション
・最終企画提案に向けての修正・ブラッシュアップ

アイディアの再創出

4時間

第9回

提案デザイン制作①（提案企画の準備）
・課題の分析・研究と解決のための提案内容をディスカッション
・提案デザインの検討
・制作物の検討
・制作スケジュールの確認

提案資料の準備

4時間

第10回

提案デザイン制作②（企画資料の作成とサンプル制作）

課題制作

4時間
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・提案デザインのデザイン画作成
・仕様書作成
・課題解決に内容精査、資料作成
・サンプル作成
第11回

提案デザイン制作③（企画資料の作成とサンプル制作）
・提案デザインのデザイン画作成
・仕様書作成
・課題解決に内容精査、資料作成
・サンプル作成

課題制作

4時間

第12回

提案デザイン制作④（提案資料とサンプルの完成）
・プレゼンテーション用資料の完成
・提案サンプルの完成
・完成品の再確認
・修正、変更

プレゼンテーション準備

4時間

第13回

企業プレゼンリハーサル
・プレゼンテーションの設計・割り振り
・本番に向けたプレゼンのリハーサル（教員に向けてプレゼン）
・教員からの質疑応答・講評

企業プレゼンに向けた最終調整

4時間

第14回

企業プレゼンテーション
・各グループプレゼンテーション
・企業からの質疑応答
・企業からの講評
・期末ルーブリック判定（課題への取り組みの自己評価をルーブ
リックによって行う。）

振り返りレポートの作成

4時間

第15回

グループごとのミーティング
課題の評価ポイント、グループとしてのまとまりなどを検証する

提出物の作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

プロジェクト演習３
藤川亜美
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

該当する
フリーのイラストレーターとして多数の作品制作、実務経験あり（14回）

実務経験の概要

授業概要
個人もしくは数人のグループで制作チームを組み、実際に連携先（クライアント）と打ち合わせながら「LINEスタンプ」の制作を行います。ク
ライアントの意図を汲んだ作品を展開するための技術、発想、調査、コミュニケーション、プレゼンテーションを学び、実践力を身につけるこ
とを目的とします。オリジナリティを重視しつつも、自身の作品を客観的にとらえ、柔軟に対応していきましょう。優秀な作品については連携
先の自治体にて実採用され、公式で配信されます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

必要なソフトを適切に用いる知識・技
能を身につける。

連携先（クライアント）から提示された指示
書を正しく読み取り、作品制作を行うことが
できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

連携先（クライアント）への理解を深め、こ
れまでに得た知識・技能を活かす実践
力を身につける。

連携先（クライアント）の要望を汲むため
の調査・分析、作品の提案・制作を行うこと
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

連携先（クライアント）からの指示やフィー
ドバックを受け、積極的な修正やブラッシュ
アップを行うことができる。

2 ．DP8.意思疎通

チーム内での意図を明確にし、連携先（クラ
イアント）と円滑なコミュニケーション（作
品提案や相談）を行うことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

チーム内での役割や進捗を明確にし、計画
的でレベルの高い作品制作を行うことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
授業の初回に連携先自治体の方にご来校いただき、対象となる市・課題・注意事項について説明していただく。授業の最終回には連携
先へプレゼンテーションを行い、個別評・総評をいただく。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・その他(以下に概要を記述)
振り返りシートを活用し、個々の学修到達目標の確認を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は提出期限を厳守すること。大ラフ、詳細ラフも必ず提出し、フィードバックを受ける。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
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10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先自治体からの情報（市のパンプレットや情報誌等）を必要に応じて授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められている。
「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限（13:10～14:50）

場所：

南館3F研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス／LINEスタンプ制作の概要説明
・授業の概要と進め方について説明し、個人及びグルー
プ分け（1～4名程度）を行う
・連携先自治体の方から制作についての要望、注意事項などの説
明をいただく
・連携先自治体の方との質疑応答
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る

連携先自治体についての事前調査を行う。

2時間

第2回

LINEスタンプ・大ラフ制作①／アイディア

連携先自治体およびLINEスタンプについて調
査、分析を行う。

2時間

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

・各個人もしくはグループで2～3案（スタンプ3つ分）のラ
フを制作
・連携先についての事前調査結果を共有し、アイディアを練る
・内容がまとまり次第、ラフの作画に入る
第3回

LINEスタンプ・大ラフ制作②／作画
・細部の検討、修正をしながら引き続きラフの作画を行う

第4回

：LINEスタンプ・大ラフ案③／連携先への提出、フィードバッ
ク
・各個人もしくはグループで制作したラフ案についてコンセプ
トをまとめ、提出
・連携先自治体の方からフィードバックをいただく

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

第5回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作①／アイディア

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

・連携先自治体の方からフィードバックをもとに詳細ラフを展開
・決定したラフ案をもとに、スタンプ40～50つ分のアイディ
アを練る
第6回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作②／線画
・内容がまとまり次第、詳細ラフ（下書き）の作画に入る
・詳細ラフと本制作で形や色が大きく変わらないよう、丁寧に作
画を行う

第7回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作③／着色
・細部の検討、修正をしながら引き続き詳細ラフの作画を行う

第8回

LINEスタンプ・詳細ラフ制作④／連携先への提出、フィード
バック
・各個人もしくはグループで制作した下書きについてコンセプ
トをまとめ、提出
・連携先自治体の方からフィードバックをいただく
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

第9回

LINEスタンプ・本制作①／下書き

課題に対するアイディアの検討、制
作を行う。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

課題制作を各個人もしくはグループで自主
的に進める。

2時間

プレゼンテーションの準備やリハーサルを各
個人もしくはグループで自主的に進める。

2時間

・連携先自治体の方からフィードバックをもとに本制作を展開
・詳細ラフ（下書き）を丁寧に整えていく
第10回

LINEスタンプ・本制作②／線画
・細部の検討、修正をしながら線画を行う

第11回

LINEスタンプ・本制作③／着色
・細部の検討、修正をしながら着色を行う

第12回

LINEスタンプ・本制作④／仕上げ
・作品のクオリティアップを図る
・データの不備不足がないようにチェックし、完成を目指す

第13回

LINEスタンプ・本制作⑤／連携先への提出、成果物プレゼン準
備
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・各個人もしくはグループでの成果物を提出
・第14回のプレゼンテーションへ向けて、発表の準備を行う
第14回

LINEスタンプ・成果物発表／プレゼンテーション
・各個人もしくはグループでの成果物についてプレゼンテーショ
ンを行う
・連携先自治体の方から個別評、総評をいただく
・最終の学修達成度の確認を行う
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全体を振り返り理解を深め授業の総括をす
る。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習３（ゲームコンセプトとデザイン設計）
伊藤俊輔
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
ゲーム制作ツールのUnrealEngine4を使用したコンテンツ制作実習。
数人（希望があれば個人）のグループで制作チームを組み、それぞれ企画立案からコンセプト設計からスタートし、
演習期間内に、企画コンテンツ設定～プロトタイプ設計、レベルデザインなど、
実際の開発体験を通してゲーム制作に必要な技能を学ぶ。
最終成果物として、コンテンツ企画書、ヘッドマウントディスプレイ上で確認ができるVR空間の体験コンテンツの一連のゲームループを制作目
標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム制作の知識。UnrealEngineをの機
能を理解し、デジタルコンテンツ制作に必
要な実装方法の手段を会得する。

背景データのインプットやアセット設
定、ゲームフローなど、VRコンテンツに必
要なフローを組み込むためのUnrealEngineの
それぞれの機能を学習し、使用することがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

会得したデジタルコンテンツ制作の知
識を、実際に活用することができる。自
身や、グループの能力を使ってデジタルコン
テンツを作成する。

限られた期間の中で、デジタルコンテンツ制
作の計画を立て、スケジュールに沿っ
て作り上げることができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出作品のクォリティ、完成度
30％
受講態度
20％
企画・立案能力
20％

： 授業を通して最終的に出来上がった課題作品の内容をもって、コンテンツとしての完成度から評
価を行います。
： 授業への参加状況に加え、個人の制作姿勢や、グループワークの場合はチーム制作における責
任を果たせているか、貢献度の評価を行います。
： 作品の表現内容、独自性を評価します。サンプルを組み合わせるだけでなく、受講者が表現した
い内容がコンテンツ内容に反映されているかを評価します。
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プレゼンテーション能力
20％
学修到達度評価
10％

： プレゼンテーションの発表内容とアピール方法、作品の面白さについて制作者の意図がどれくら
い伝えられているかを評価する。
発表準備の作業姿勢、グループワークの場合はチーム貢献度も評価対象とします。
： ツールに対する理解を基本的な評価方針とし、理解した内容を踏まえ、自身のコンテンツ制作へ
と応用できているかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard
ほかの情報は必要に応じて、適宜情報を提示していきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
受講するにあたり必要なスキルとして、MAYAやBlenderなどの3Dツールを使ったモデリングの技能や、制作したアセットをFBXデータに出力す
る等の基本的な操作を求める。
上記スキルを未取得の場合、授業の進行に支障をきたすため、各自予習等を通じて習得した上で本授業に参加する事。
くわえて、本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容の復讐を行い、必要な制作物の授業外での作成作業を行い、立てた予定通りの進
行を目指す事。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
Mail : ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・UE４操作習得と学修到達目標の説明

授業概要説明、課題提示、UE4クイックスタート
前半：ゲーム制作の概要と課題説明。UE４基本操作説明。
後半：制作物の設定と個人及びチーム分け。各班による企画アイ
デア検討。
１～４名。チーム制作の経験を積むか、全体を自分で
作る経験を得たいかは各自に選択させる。
※個人制作推奨

Youtubeの動画などを参考に、チュートリア
ルを自身でも行い、UE4の操作に慣れておくこ
と。（動画URLの例は同講義内容の資料に記
載。）

4時間

企画概要書が未完成の人は授業外で作成して
おく事。次回授業時には内容が確認できるよ
うな状態にしておいてください。

4時間

次回授業時までに添削された内容を踏まえ
て加筆修正などの改善作業を終わらせてお
く事。

4時間

次回授業時にプレゼンテーション発表を行い
ますので、プレゼン準備を完了させたうえ
で臨むようにしてください

4時間

プレゼンでの指導内容を踏まえ、企画概要
書の方の修正、改善作業を完了させておくよ
うにしてください。

4時間

アセットデータが未完成の場合は、次回ア
セットデータを使って授業を行いますの
で、出力できるデータとして、期待する表
現を体現させるオブジェクトとなるよう作
成しておいてください。

4時間

ツールの使用方法は何度も繰り返し操作す
る事で覚えるようになります。今回の手
順を予習し、次回以降に同じ説明がなくと
も操作ができるようにしておいてください。

4時間

進捗確認の際の指摘内容を元に、残りの作
業スケジュールの見直しを行ってください。

4時間

学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

VRコンテンツ企画概要書の作成
各班のVRコンテンツ企画概要を作成

第3回

VRコンテンツ企画概要書の添削・修正
各班のVRコンテンツ企画概要を作成と、完成したものから担当教
員による添削を受け、修正作業を経て完成を目指す。

第4回

VRコンテンツ企画概要書の完成・プレゼン準備
企画概要書の作成締切日及び、第５回に行う企画発表会に向けて
のプレゼン資料の準備を行う。

第5回

VRコンテンツ企画プレゼン発表
プロジェクト演習を通じて作成するコンテンツ企画を各自プレゼ
ン形式で発表。

第6回

プリプロダクション制作・アセットデータ作成

プロトタイプ作成の為のアセットデータの作成と使用アセッ
トの選定。オリジナルアセットについては、他授業などで習得し
た２Ｄ、３Ｄツールのスキルを利用して制作にあたる。
第7回

プリプロダクション制作・アセットデータ組み込み

作成したアセットをプロジェクトで使用可能な状態にし、ゲーム
シーンに登場させる。
第8回

プリプロダクション制作・中間評価と学習到達度の中間確認
各自の制作進捗の確認と担当教員によるアドバイスを行う。
この回までに大枠のイメージを固め、次の回からの本制作へ移れ
る準備を行う。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
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第9回

本制作・コンテンツイメージの構築
実装したい世界観イメージの演出ができるよう、アセットやゲー
ムフローの全体構築を行う。ブループリントを利用し、必要な機
能の入れ込み作業を行う。

第10回

本制作・ＵＩ制作
ゲームシーンに表示されるＵＩシステムの実装と、ＵＩデザイン
データの作成・組み込み作業を行う。

第11回

本制作・レベルデザイン
パラメータ設定や処理の実装を通じ、ゲーム全体のゲーム内
容の構築や難易度設定を行う。

第12回

本制作・ゲームバランス調整
今まで実装してきたプロジェクトデータのクォリティアッ
プを図る。デザインデータ、コンセプトイメージの実装、デバッ
グ作業を経て、最終成果物となるプロジェクトデータの完成を目
指す。

第13回

本制作・最終調整と成果物プレゼン準備

第１４回に予定している成果物のプレゼンテーション準
備を行う。
第14回

本制作・成果物発表と学習到達度の最終確認
各班によるプレゼンテーションと総評。
最終の学修達成度の確認を行う。
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アセットの調整や、先行して取り掛かれ
るゲーム機能作成は進めておいてください。

4時間

授業内で作り切れなかったＵＩデー
タを作り上げておくようにしてください。

4時間

授業内で表現しきれなかったレベるデザイ
ンの調整作業を終えておくようにしてくださ
い。

4時間

次回以降は発表の為の作業となります。今
回の授業外時間を利用し、データや仕組み
の調整作業は終えるようにしましょう。

4時間

次回授業時に最終プレゼンテーション発
表を行います、プレゼン準備も含め、コンテ
ンツの調整作業も完了させたうえで臨むよう
にしてください

4時間

バックアップは必ず取っておく事。また、就
職作品としても活用できるので、企業への提
出の事を考え資料化しておいてください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習３（街づくり）
山中コ～ジ
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

実務としてワークショップ型で地域の人々との街づくりを行っており、その経験を活かした授業とする。
（全14回）

授業概要
岡山県真庭市は古くから杉や檜を中心とした木材産地の一つとして西日本を中心に広く使用されていました。
現在はウッドショックに日本は見舞われ日本産木材も多く使用されていますが、最大の理由としては輸入木材に比べて低コストで入手できるか
らであり、日本産木材だからという理由ではありません。
また、ウッドショックが無くなれば輸入木材の価格が下がり、日本産木材は販売しづらい割高の木材となります。
価格ではなく、日本産木材とりわけ真庭産木材の魅力を再発見し、社会に発信できる商品を考えます。
具体的には家具（椅子、テーブル）のデザインを考え提案をします。
検討した家具は真庭市内での展示や優秀なデザイン案は制作して大阪御堂筋にあるCAFEにて展示し実際に使用します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に求めらえている「街づくり」の目
標と、役割を理解した上で企画を検討し、デ
ザインと制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題が持つ課題、本授業の場合は社会課題に
も共通するが、それらの課題発見をサーベ
イを行うことで発見する。

2 ．DP8.意思疎通

教員、学生に加えて、外部の人に対しても円
滑なコミュニケーションが取れる力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

本授業はグループワークを色々な場面で行う
が、自分がグループの中で履行すべき事
柄の理解と、それを踏まえた行動ができる能
力を養う。

学外連携学修
有り

(連携先：キララ商店街組合)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
50％
企画アイデア

： 授業での諸活動への個人としての参加状況と共同としての参加状況を、成果物を通して授業への理
解として判定します。
： 自身の得意分野に基づいた企画、アイデアが適切に発揮できているかを判定します。

20％
事後レポート・研修報告プレゼンテー
ション、期末試験

： 最終成果物として、レポート及びプレゼンテーテーションを行う事で、自身がどのような活
動を納めたか、街づくりに貢献できたかを判定します。
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20％
学習到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
杉でつくる家具（グラフィック社）
その他、授業ないで適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日６限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応する。（yamanaka-k@osaka-seikei.ac.jp）Eメー
ル件名としては「プロジェクト演習3」について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プロジェクト演習授業についての説明～真庭市ついて～
真庭市について、これまで実践で行って来た取り組みのレク
チャーを行う。

レクチャーを受けてレポートを提出。400字程
度

2時間

真庭市の製材所見学で学んだ事柄についてレ
ポート。400字程度

2時間

真庭市の木工所見学で学んだ事柄についてレ
ポート。400字程度

2時間

真庭市関連レクチャービデオを視聴し感
想をレポート400字にまとめる。

2時間

1.真庭市についての説明
2.建築家の椅子展2021では真庭産木材を使用した椅子のデザイ
ンを建築家8組が行っており、その家具デザインについてレク
チャーを行う。
3.授業全体のガイダンス
「学習到達度の確認」について説明
第2回

学外授業：真庭市見学 1ー①
蒜山高原
真庭市内
真庭市内

グリーナブル ヒルゼンへの見学
製材所見学（檜工場）
製材所見学（杉工場）

移動はバスを検討
第3回

学外授業：真庭市見学 1ー②
真庭市内 木工所見学会３カ所
木工作家からのレクチャーを聞く
移動はバスを検討

第4回

課題：真庭産木材の魅力と可能性についてディスカッション
真庭市見学を基にした真庭産木材の魅力を各自が出し合い、ど
の様な家具のデザインが可能かについてシスカッションを行う。
意見を統一するのではなく、各自が独自の魅力や可能性について
の意見を持つことを目指す。

第5回

デザイン検討１：真庭産木材を用いた家具デザインの検討
杉や檜を想定し家具のデザインを検討する。
教員から毎回チェックを受け、ブラッシュアップを重ねる。

家具デザインのスケッチを行う。基本編

2時間

第6回

デザイン検討２：真庭産木材を用いた家具デザインの検討
杉や檜を想定し家具のデザインを検討する。
教員から毎回チェックを受け、ブラッシュアップを重ねる。
デザインの決定を行う。

家具デザインのスケッチを行う。中間編

2時間

第7回

デザイン検討３：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（模
型制作）
決定した家具デザインを基にスタディ模型の制作。
模型制作をしながらデザインのブラッシュアップを行う。

模型制作及び図面作図

2時間

【中間】学習到達度の確認
第8回

デザイン検討4：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（図
面と模型制作）
模型制作をしながら図面を作図する。
模型と図面を同時に進めることで、デザインのブラッシュアにも
つなげる。

図面の作図と模型制作

2時間

第9回

デザイン検討4：真庭産木材を用いた家具デザインの検討（中間
発表及びディスカッション）
作図した図面と模型を基に中間発表を行う。
発表を基に学生も交えてディスカッションを行う。

中間発表で出た内容の振り返りを行い、図
面と模型に結びつける。

2時間

第10回

デザイン検討5：真庭産木材を用いた家具デザインの完成にむけ
て
図面の作図と模型制作を行う。
真庭市との関連についても可視化できるようにするなど。

作図作業と模型制作作業を行う。

2時間

第11回

デザイン検討6：真庭産木材を用いた家具デザインの完成直前
図面の作図と模型制作を行う。
家具の実作を行う学生は実作の作成を行う。
真庭市との関連についても可視化できるようにするなど。

作図作業と模型制作作業を行う。実作作り。

2時間
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第12回

デザイン検討7：真庭産木材を用いた家具デザインの完成直前
プレゼンテーション用の資料作成。
真庭市の資料整理、図面及び模型の完成。
実作制作の学生は実作の作成。

プレゼンテーションボードに盛り込む資
料の作成

2時間

第13回

デザイン検討8：真庭産木材を用いた家具デザインの完成及びプ
レゼンテーションボード
プレゼンテーション用の資料作成とレイアウト。
真庭市の資料整理、図面及び模型の完成。
実作制作の学生は実作の作成。

プレゼンテーションボード制作。実作作り

2時間

第14回

プレゼンテーションと振り返り

プレゼンテーションにより振り返り内容をレ
ポート化する。

2時間

プレゼンテーションボードと模型及び実作を用いたプレゼンテー
ションを行う。
各10分持ち時間とし、場合によっては真庭市からもゲストを呼ん
で行うこととする。
【最終】学習到達度の確認
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習４（アートプロデュース）
辰巳清
3年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

株式会社アミューズにてコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など5000以上の公演を演出・プロデュー
ス。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っ
ている。

授業概要
この授業では、学生自らがクリスマス時期のイベントの企画から実施までを行うことで、アートプロデュースを実践的に理解することを目的と
します。
まずは、教員自らが参画してきた著名アーティストのコンサートや国内外の美術展を題材として、文化イベントに関する基礎知識を体系
的に学びます。更に、身に付けた知識を土台として、学外連携団体の課題に向きあうイベントを企画制作することで、企画立案やコンテンツ開
発、プレゼンテーション、チームの一員としての貢献、損益管理、宣伝販促など、様々な社会活動に応用できるプロジェクト・マネジメン
ト力を獲得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

一般社団法人イベント産業振興協会主催のイ
ベント検定試験（11月）に合格できる水
準の知識を習得する（受験は希望者のみの任
意）。

社会において何らかの目的を達成するため
の手段として行う催事に関する体系的な知
識が得られる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

イベントの制作・宣伝・営業等の実践におい
て、能動的に活動しプレッシャーのかかる状
況下でも逃げずに自分の役割を完遂する。

身に付けた知識を土台として、様々な社会活
動に応用できるプロジェクト・マネジメン
ト力を獲得できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学外連携団体から提供された課題につい
て、独自の調査によりその趣旨を正しく理
解できる。

2 ．DP8.意思疎通

発表の手順や役割分担が明確で、報告書のレ
ベルも高く、第三者に対して要点を明
確に伝えることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークの中でのメンバーとの協
働や、充分なコミュニケーションのもと活
動を円滑に進捗させることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋（釜ヶ崎芸術大学）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％
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協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
： 提案内容が制作物とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。ま
た、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提出し、そ
れを評価する。
： 学修到達目標について５項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
①日本イベント産業振興協会能力コンテンツ委員会『基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント』一般社団法人イベント産業振興協会、2015年
②『釜ヶ崎アーツガイドマップ このまちをじぶんの足で歩く。考えて、想像して、創造的に。』NPO法人こえとことばとこころの部屋、2017年
＊②は発行所ウェブサイトから無料ダウンロード可。http://cocoroom.org/project/kamap/kamap_web.pdf
③長谷川祐子『キュレーション：知と感性を揺さぶる力』集英社新書、2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、その回の授業の内
容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

第1回授業時に周知する

場所：

第1回授業時に周知する

備考・注意事項： 授業時間外で相談・質問を行う場合、事前に電子メール等で連絡してください（メールアドレスも初回授業でお示ししま
す）。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会におけるイベントの役割

/

イベントの基本構造

・授業の目標と進め方を確認し、本科目での学修内容を把握する
（学修到達目標について、この授業の学びと養われる力につい
て説明する）
・社会で芸術は何を求められているのか

過去に体験したイベント3件以上につい
て、良かった点、悪かった点を挙げ、自分な
らどう改善するかを書いてくる

4時間

授業内で配布する資料(参考図
書①の第1・2章)を精読してくる

4時間

授業内で配布する資料(参考図
書①の第3・4章)を精読してくる

4時間

学外連携団体について調査してくる

4時間

学外連携団体について再調査してくる

4時間

グループごとにイベント企画書を作成してく
る

4時間

グループごとに演出案、宣伝案を作成してく
る

4時間

宣伝を開始しておく

4時間

・イベントの評価方法
・レビューする習慣をつける
・先行研究の調べ方
グループワーク「最近体験したイベントをレビューして相互評
価する」
第2回

イベントの概念と全体像 /

イベントの企画と計画

・イベントの概念と分類
・イベントの歴史
・メディアとしてのイベント
・企画と計画の違い
・企画書の役割とプレゼンテーション
グループワーク「小テスト」
第3回

イベントの制作推進

/

イベントの運営とマネジメント

・イベントの4大管理
・会場制作とプログラム制作
・告知と集客
・会場管理とリスクマネジメント
・コンプライアンス
・ユニバーサルイベント
グループワーク「小テスト」
第4回

企画会議①課題考察 / 企画会議②課題解決のための企画
・事前調査の共有
・学外連携団体紹介、課題考察
グループワーク「課題解決のための企画」

第5回

会場見学
・施設、動線の確認
・企画の再考

第6回

プレゼンテーション /

全体会議①企画から計画へ

・グループごとに企画発表～企画の決定
・イベント計画書の作成
・業務別チーム分け、スケジュール策定
第7回

制作会議①構成演出の検討 宣伝会議①宣伝手法の検討
作会議②構成演出の決定 宣伝会議②制作物の手配
・構成演出の検討
・学内外への宣伝手法の検討

/

制

・構成演出の決定
・プレスリリース、SNS、チラシ等制作物の手配
第8回

営業会議①販売戦略立案
議③進捗確認

/

制作会議③進捗確認・宣伝会
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・会計、チケット業務
・販売戦略、流通の決定、配券
・制作実務
・宣伝実務
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
第9回

営業会議②券売状況確認
議④体制確認
・券売状況確認

/

制作会議④体制確認・宣伝会

チケットを販売しておく

4時間

・本番当日の体制確認
第10回

全体会議③最終確認
・最終確認、リハーサル

リハーサル準備

4時間

第11回

イベント実施
・イベント実務

チケットを完売しておく

4時間

第12回

最終課題発表・改善点の考察①アンケート結果分析報告
善点の考察②多面的評価
・最終課題発表
・アンケート結果分析報告

グループごとにアンケート結果を分析してく
る

4時間

各自レポートを作成してくる

4時間

各自、最終報告資料を作成してくる

4時間

/

改

・ステークホルダーインタビュー
・インタビュー結果分析報告
第13回

改善点の考察③フィードバック
・学外連携団体からの講評

/

改善点の考察④報告書完成

・レポート修正
第14回

授業内報告会 / 総括
・レポート提出
・最終報告
教員から報告へのフィードバックを行い、授業を総括する
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

プロジェクト演習４（茶室のDIY制作）
山中コ～ジ
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
実務として建築の設計や施工を行っており、その経験を活かした授業とする。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
建築の基本的な構成を学ぶ為、プリミティブな柱、梁、床を作ることで、構築物を完成させることで、建築がどのように作られているのか
を学ぶ。建築構造、計画の基礎を実地を行うことで習得することが目的の授業で、茶室をDIYとして制作することで、建築の構造、施工方法、道
具、設計について、建築設計と施工の全般を学ぶ授業です。また、制作は材料のサイズなどを勘案してグループワークで行うため、建築基
礎の他、コミュニケーション能力の構築も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際に求めらえている「茶室」の目標と、役
割を理解した上で企画を検討し制作を行う。

求められている役割を踏まえて、実際のプロ
ジェクトを遂行する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまでコースで学んだ事柄を元にした専門
分野での活動

授業で学んでいる事柄を実社会において活
用する事でリアルな体験や経験を通して自
身の知識や技能に応用する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題が持つ課題、本授業の場合は社会課題に
も共通するが、それらの課題発見をサーベ
イを行うことで発見する。

2 ．DP8.意思疎通

教員、学生に加えて、外部の人に対しても円
滑なコミュニケーションが取れる力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

本授業はグループワークを色々な場面で行う
が、自分がグループの中で履行すべき事
柄の理解と、それを踏まえた行動ができる能
力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

個人評価・授業参加姿勢
30％
グループワーク参加姿勢
30％

： 授業での諸活動への個人としての参加状況を、成果物を通して授業への取り組む参加姿勢として評
価します。
： 授業での諸活動へのグループワークでの参加状況を、成果物を通して授業への取り組む参加姿勢と
して評価します。

事後レポート・研修報告プレゼンテー ： 最終成果物として、レポート及びプレゼンテーテーションを行う事で、自身がどのような活
ション、期末試験
動を納めたか、街づくりに貢献できたかを判定します。
30％
学習到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
タイトル：おさまり詳細図集１（木造編）／出版社：理工学社／出版年：1997年
木造建築の工法が図解で示された図集

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日６限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応する。（yamanaka-k@osaka-seikei.ac.jp）Eメー
ル件名としては「プロジェクト演習4」について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学習/ツリーハウスと茶室についてのレクチャー

2020年まで本校で取り組んでいたツリーハウス施工の様
子を振り返りレクチャーを行う。

独自でツリーハウスもしくは茶室について
の実例をリサーチす
る事。図を盛り込み1000字程度のレポー
トに纏める。

2時間

敷地調査より得られた情報を各自の調査レ
ポートに記入する内容を精査する。

2時間

敷地調査より得られた情報を各自の調査レ
ポートに記入する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する内容を精
査する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する内容を編
集する。

2時間

墨入れ作業における一連の作業を記録し、情
報を各自の調査レポートに記入する。

2時間

基礎を作る為の配置と作業における一連の作
業を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する。

2時間

基礎部に束石を配置する作業における一
連を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する。

2時間

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る内容を精査する。

2時間

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る内容の編集。

2時間

実際に施工するため、安全に対して必要な物や、心構えの指導。
どのようにしてツリーハウスが建っているのかについて、構造
面での講義。
どのようにしてツリーハウスが建てるのかについて、施工面で
の講義。
茶室についての講義。
「学習到達度の確認」について説明
第2回

学外授業：現状の敷地調査1-①
京都市右京区京北のpivoto工房内に茶室の敷地がある。高低差
及び地盤の強度、敷地の面積を測量することで敷地の情
報を得る。
情報収集編

第3回

学外授業：現状の敷地調査1-②
京都市右京区京北のpivoto工房内に茶室の敷地がある。高低差
及び地盤の強度、敷地の面積を測量することで敷地の情
報を得る。
情報記入編

第4回

学外授業：構造材に墨入れ 1-③
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と作業手順の説明、素材の準備と配置。

第5回

学外授業：構造材に墨入れ 2-①
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と同様の内容を素材に墨入れをおこなう。

第6回

学外授業：構造材に墨入れ 2-②
茶室の構造材（木材）を図面のサイズにカットする為、素材に鉛
筆やその他の道具で図面を描き込む。
設計図書と同様の内容を素材に墨入れをおこなう。作業完成。

第7回

学外授業：基礎作り配置編

2-③

茶室を組み立てるにあたり、基礎となる部分に縄張りをおこな
う。
縄張りの意味とやり方の説明。
【中間】「学習到達度の確認」
第8回

学外授業：基礎作り配置編

3-①

縄張りをした一に基礎となる束石を据える作業。レベル調整と位
置調整。
束石の意味と基礎の配置方法の説明。
第9回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

3-②

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。仮組を行う。
建て方の意味を説明。
第10回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

3-③

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。仮組と問題点の補
正と解体。
仮組、補正、解体についての重要ポイントを説明。
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第11回

学外授業：基礎の上に構造材を建てる（建て方）

4-①

基礎となる束石の上に構造材を据える作業。本組み作業。
仮組による微調整を行ったのち、本組み作業をおこなう。
本組みについての重要ポイントを説明。

建て方の作業における一連の作業を記
録し、情報を各自の調査レポートに記入す
る。

2時間

第12回

学外授業：躯体（構造材）に耐震壁を貼付ける（建て方）
4-②
建て方を行い躯体となった建物に耐震補強の板を貼付ける。
強度を持たせ、維持させる為の耐震壁の制作。
耐震補強についての意味を説明。

破損部材の記録写真の整理。新しい部材の塗
装方法を記録。

2時間

第13回

学外授業：躯体（構造材）に屋根を貼付ける

屋根下地板張りつけの作業における一連の作
業を記録し、情報を各自の調査レポートに記
入する内容の編集。

2時間

振り返り授業を基にしたレポートを作成。写
真を盛り込み1000字程度に纏める。

2時間

4-③

強度を確保した躯体に屋根の下地板を貼付ける。
屋根の働き及び強度について説明。
第14回

事後学習/茶室の制作についての振り返り
全4回の学外授業を経て、建築の設計から施工というプロセ
スの中で自分が関わった内容と、その成果について振り返り
を行う。
また、学生各自からの振り返りを基に総括を行ない、どのよう
なプロセスで建築が出来ていくのかについて理解を深める。
【最終】「学習到達度の確認」
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

プロジェクト演習３（吹田市のキャラクターのコスチュームデザイン）
室田泉
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
数人のグループで制作チームを組み、課題をおこないます。吹田市からも依頼に基づき、吹田市キャラクター「すいたん」のコスチュームデザ
インをおこないます。イラストでのデータ作成、実際のサイズに合わせたサンプル製作、生地の柄などを打ち合わせながらの制作を行いま
す。吹田市の意図と我々の切り口から提案できる内容を制作するためにクライアントの意図を組んだ作品を展開するため、調査、発想、技
術、コミュニケーション、プレゼンテーションを学び、実践力を身につけることを目的とします。依頼されたことをこなすだけでなく、自分た
ちのオリジナリティをどのように発揮し提案できるかをディスカッションしながら学んでいきます。
デザインの作り方、プレゼンテーションの方法についても習得し、初回、中間、後半でのプレゼンテーションでは吹田市役所の方を招き、説
明を受け、プレゼンテーションを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実社会で活躍する連携先企業との接触によ
り、様々な課題の発見からソリューショ
ンを導くPBL型授業を実施します。

業界や市場の理解を深め、問題解決に向け
て学生の立場の新鮮な視点で物事を捉え、提
案からソリューションを導きます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

業界の動向を理解し、企画、デザイン視点で
の提案をおこないます。

連携先企業の業界動向や市場戦略を理
解し、調査や分析をもとに考察を進め、企
画やデザインの提案に結びつけます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

演習期間全体の予定を想像し、それぞれの個
人スキルや作品完成までに必要なスキルを調
査し、各期間でなすべきことを想像すること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、チーム制
作に必要なコミュニケーションスキルを発
揮することができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた制作範囲を、責任をもって仕上げ
ることができる。また、問題が発生した場
合にはチームに相談し、解決に導くことがで
きる

学外連携学修
有り

(連携先：吹田市)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)
本授業は産学連携授業のプロジェクト型（グループ構成によるPBL型授業）として実施します。授業の始めに連携先企業の方に来校いただ
き、業界についての基礎学修を行い、必要情報、並びに課題を得ます。最終的に提案として企業側へのプレゼンテーションを行い、講評を
いただきます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業レスポンスシートやルーブリックを活用し、個々の学修レベルの確認をおこないます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業に対する取組み姿勢

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢（発言力）を評価します。
10％

協力姿勢と分業責任
10％
学習到達目標
10％
プレゼンテーション
10％

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価します。
： 授業で学修したことや経験がしっかり自分なりに整理されているか、自分のスキルアップにつな
がっているかを、授業のレスポンスシートを参考に評価します。
： グループとしての提案が作品とともに相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかど
うか。また、発表における各人の役割分担が的確になされていたかを評価します。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて15回授業終了後にレ
ト）
ポートを提出し、評価します。
10％
授業内容とその成果物
50％

： "最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
"

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
連携先企業からのパンフレットや会社紹介資料など必要に応じて授業内で紹介します。
また、この授業用に教員の方でプロジェクト演習の授業テキストを用意します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。実際に社会で活躍されている企業の方とのコミュニケーションが
はかれる好機でもあり、また、社会の現場のこと多くのことを学修することができますので、都度、発見や気づきについてメモをとったり、質
問など学生側からの積極的な姿勢が大切です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日

場所：

室田：東館2F研究室

１２時～１３時

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレス：室田：murota@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとプロジェクト演習授業の概要説明
＊授業概要と進め方説明
＊PBL型演習授業の目的
＊プロジェクト演習授業を通じて身につくスキル
＊授業評価基準
＊受講上のルールと注意事項
＊授業計画（スケジュール）
＊グループ分け
上記の内容と合わせて学修到達目標について
この授業での学びと、養うべき力について説明を行う。

吹田市についての事前調査

2時間

第2回

吹田市からの課題説明

吹田市、キャラクターの紹介を経て、業
界の仕事について調べる

2時間

＊企業（吹田市）事前調査の共有（クラス内）
＊協力企業紹介（吹田市 ）
＊吹田市からの課題提供・説明（今回のデザインワークsに関し
て）
＊吹田市が学生に期待すること
＊吹田市の方との質疑・応答
＊吹田市レスポンスシートの記入・提出
第3回

吹田市調査報告会
＊調査内容の共有（グループ内）
＊報告・発表資料作成
＊発表の役割分担
＊報告会実施
＊報告会の振り返り
＊授業レスポンスシートの記入・提出

課題に対する必要情報の収集

2時間

第4回

商品・業界分析（商品を知る・市場を知る）
＊ポジショニングマッピングの作成・分析
＊マッピングと分析の発表
＊授業レスポンスシートの記入・提出
グループの方向性

課題に対する、アイデアの検討・創出

2時間

第5回

アイデア（発想）の着眼点とヒント（柄や構成）
＊柔軟な思考とユニークな発想
＊事例紹介
＊個々のアイデアについての共有とディスカッション
＊授業レスポンスシートの記入・提出

アイデアの再創出

2時間

第6回

課題制作 1 デザイン制作
＊アイデアの創出と分類
＊カスタマージャーニーの理解
＊提案領域について
＊ターゲットカスタマーを意識した斬新なアイデア
＊アイデアのグループ内共有(ラフ案共有)
＊授業レスポンスシートの記入・提出
＊アイデアの絞り込みとまとめ
＊アイデア発表会に向けた準備（発表資料・発表プロセス・役割
分担など）
＊プレゼンテーションのコツとポイント
＊授業レスポンスシートの記入・提出

中間プレゼンへの準備

2時間
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第7回

吹田市を招いてのプレゼンテーション
＊アイデア発表会（吹田市担当者出席）
＊グループごとの発表
＊企業からの講評
＊企業の方との質疑・応答
＊授業レスポンスシートの記入・提出

プレゼンテーションのまとめ

2時間

第8回

プレゼンテーションを終えて 方向性の修正
＊アイデア発表会の振り返り
＊アイデア評価シートによる分析
＊グループ内ディスカッション
＊アイデアの絞り込み
＊授業レスポンスシートの記入・提出

宿題に対しての信仰

2時間

中間期であるため中間学修到達度の確認とフィードバッ
クを行う。
第9回

課題制作 ２
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

グループで決めた宿題の対応

2時間

第10回

課題制作 ３
＊提案における目的とゴール設定
＊提案実現のために必要な準備
＊制作物の検討
＊制作スケジュールの立案
＊授業レスポンスシートの記入・提出

役割分担に沿った宿題(活動)

2時間

第11回

課題制作 ４
＊制作進捗上の役割分担の確認
＊メンバーの方向性(足並み)確認
＊制作スケジュール全体の確認
＊修正・変更点の洗い出し
＊授業レスポンスシートの記入・提出

制作活動の継続（授業時間作業の補完）

2時間

第12回

課題制作 ５
＊制作物の進捗確認
＊プレゼンテーションの設計（時間配分・役割確認）
＊制作物の見せ方・活用の仕方の確認
＊授業レスポンスシートの記入・提出

プレゼンテーション(リハーサル)準備

2時間

第13回

プレゼンテーションリハーサル

最終プレゼンテーションに向けた準備（グ
ループごとに調整）

2時間

プレゼンテーションの感想とまとめ

2時間

＊グループプレゼンテーション
＊教員からの講評・アドバイス
＊リハーサルを終えて（振り返り・最終プレゼンテーショ
ンに向けて）
＊授業レスポンスシートの記入・提出
第14回

プレゼンテーション（企業に向けた最終プレゼンテーション）
＊グループ プレゼンテーション（企業担当者出席）
＊企業の方からの講評(グループごと)
＊企業の方との質疑・応答
＊総評
＊授業レスポンスシートの記入・提出
最終プレゼンより、最終の学修達成度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形演習１（絵画）
石井理之
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

絵画・版画・映像・インスタレーション等美術作家として活動のほか、公立中学校美術科教諭、教頭、校長
及び教育委員会事務局で指導主事として勤務（石井）

授業概要
本授業では、中学校美術科・高等学校美術の授業で指導するために必要な絵画の学習（平面表現に関わる絵画表現、鑑賞、写真、映像
含む）に関わる基本的な技法や表現方法について実地を通し学んでいきます。美術教師としての実技の専門性を磨くため根幹とな
る「見て描く」ための教養やスキルを身につけ、将来、指導する立場となることを意識し、絵画（鉛筆、水彩）、映像鑑賞を通じて、描画表
現において重要な「線」や「色」などの要素を、解体し、分析し、設定した課題に沿った制作に独自に反映していける方法を考えます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

描画材によっての表現できる描法の違い
を身につける

絵画の基礎力を身につける

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

描法、使用画材の技法材料において研
究し、自らの経験から生徒を想定し、指導が
できる力を身につける

使用する描画材の特性を知り、説明できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題に対し、自らの問題点や他者作品への理
解、分析できる

2 ．DP5.計画・立案力

将来、生徒を指導する上で、作業時間など展
開できるか、計画性を持って制作できるか

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。こ
れによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評
価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不合格とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
40％
予習復習課題
10％
中間及び期末テスト

： 授業で課す実技課題において独自のルーブリックを基に総合的に評価する。尚、課題においての評
価方法は授業初回に説明する。
： 次回の課題について構成、完成までの体系など計画しておく。また描き終わった作品において問題
点を明確にしておく
： 実際の実技試験を想定したデッサンのテストを実施し、その作品について評価する

30％
受講状況

： 各回授業への積極的参加、授業態度において総合的に評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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特になし。適宜配布します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。授業外学修課題に取り組むことに加え、将来教育の現
場でしっかりと実技の指導ができるよう、毎回の授業お内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間前後または金曜３限

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業時間の前後で質問を受け付けます。金曜日３限の時間に受け付けます。美術研究室・津田まで。
金曜日４時間目 南館２階情報デザイン研究室（石井）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 鉛筆デッサン①静物２点モチーフを描く
目標、学習内容について確認します。オリエンテーション後、静
物２点モチーフ（バケツ缶、紐）の鉛筆デッサンを行いま
す。デッサン用紙は準備します。学生持参物：カルトン、鉛
筆デッサンのための描画材一式、下粗描に必要なクロッキー帳

第2回

鉛筆デッサン②静物３点モチーフを描く
静物３点モチーフ（スコップ、軍手、紙袋）の鉛筆デッサ
ンを行います。ッサン用紙は準備します。学生持参物：カルト
ン、鉛筆デッサンのための描画材一式、下粗描に必要なクロッ
キー帳

第3回

鉛筆デッサン③静物３点モチーフを描く
静物３点モチーフ（プラスチックコップ２つ、紙テープ）の鉛
筆デッサンを行います。デッサン用紙は準備します。学生持参
物：カルトン、鉛筆デッサンのための描画材一式、下粗描に必
要なクロッキー帳

第4回

鉛筆デッサン④静物３点モチーフを描く
静物３点モチーフ（ジョウロ、シュロ縄、ビニールシート）の鉛
筆デッサンを行います。デッサン用紙は準備します。学生持参
物：カルトン、鉛筆デッサンのための描画材一式、下粗描に必
要なクロッキー帳

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

第5回

着彩デッサン① 静物２点モチーフを描くための水彩絵具の研
究（様々な水彩絵具の特性について）
透明水彩絵具を使用したデッサンに向けて透明水彩の混色、描
画について研究を行います。まずは水彩絵具の特性をつかみます

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

第6回

着彩デッサン② 静物２点モチーフを描くための描画方法の研
究（透明水彩を用いた描画の研究）
透明水彩絵具を使用したデッサンに向けて透明水彩の混色、描
画について実技制作を通して研究を行います。
学生持参物：透明水彩絵具、水彩描画に必要な用具一式、鉛
筆、スケッチブック

時間内で完成できるようにタイムスジュー
ルを確認する

2時間

第7回

着彩デッサン③静物２点（缶、カラーボール）モチーフを描く
透明水彩絵具を使用したデッサンに向けて透明水彩の混色、描
画について研究を行います。
モチーフを自由に組み、実際に見て描画に入ります。
学生持参物：透明水彩絵具、水彩描画に必要な用具一式、鉛
筆、スケッチブック

描画法の研究

2時間

第8回

石膏デッサン①－１

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

授業を振り返り、鉛筆デッサンや水彩画デッ
サンを完遂する

2時間

授業を振り返り、作品を完遂するさせるため
に美術史を復習しておく

2時間

マルス

鉛筆、または木炭を使用したデッサン（マルス）構
図の取り方～木炭の描法について学び、制作に入ります。
学生準備物：木炭デッサンに必要な用具一式
第9回

石膏デッサン①－２

マルス

鉛筆、または木炭を使用したデッサン（マルス）構
図の取り方～木炭の描法について学び、制作に入ります。
学生準備物：木炭デッサンに必要な用具一式
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
第10回

油画制作（模写研究）①－１
鑑賞教育のために、模写研究をF10号キャンバスに油絵具を用い
て行います。油絵具は水彩絵具とは違い、化学的な変化を伴いま
す。また、仕上がっていく体系も違います。実際に使用し、絵
具の重層構造や用具の使い方を学んでいきます。
学生準備物：油画制作に必要な用具一式

第11回

油画制作（模写研究）①－２
身近にいる友人をテーマにF10号キャンバスに油画制作を行いま
す。油絵具は水彩絵具とは違い、化学的な変化を伴います。ま
た、仕上がっていく体系も違います。実際に使用し、絵具の重層
構造や用具の使い方を学んでいきます。
学生準備物：油画制作に必要な用具一式

授業を振り返り、完遂する

2時間

第12回

油画制作（模写研究）①－３ 合評会
身近にいる友人をテーマにF10号キャンバスに油画制作を行いま
す。油絵具は水彩絵具とは違い、化学的な変化を伴います。ま
た、また仕上がっていく体系も違います。実際に使用し、絵
具の重層構造や用具の使い方を学んでいきます。作品完成後に合
評会を行います。学生準備物：油画制作に必要な用具一式

授業を振り返り、完遂する

2時間

第13回

様々な映像表現について

想定デッサンに向けての予習、エスキース

2時間
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アニメ、コラージュ、映像作品を鑑賞し、それらをもとにストー
リー性のある想定デッサンを試みます。作画にあたり、資料を構
成し、アイデアスケッチを行い、ストーリーを展開し、そのうち
の1シーンをデッサンで表現します。
第14回

作品検討会
これまでの作品の総まとめを行い、全員で検討会を行います。発
表を通し、自作、他作を見ることで客観的に問題を確認し、描
画における理解度の確認を行います。その後、授業の総括を行い
ます。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）

184

これまでの作品を通したレポートの作成

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形演習２（彫刻）
大村みな子
2年3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
立体造形・インスタレーション等美術作家として活動実績があります。

実務経験の概要

授業概要
制作を通じて素材や造形に対する基礎的な理解を進めるとともに、さまざまな彫刻作品や他者の作品の鑑賞方法を学習する。これらを軸とし
て、絵画やデザインなど他の表現領域や中学生・高校生の特性を鑑みながら、教育現場における授業の展開を意識しながら学びを進めてい
く。各課題において制作ノートをまとめ、経験を言葉によってふりかえることで、彫刻を通じた確かな学びの修得めざす。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

日常生活と立体表現の関係性に関する理解

美術における他の表現領域（絵画やデザイ
ンなど）との関連性を見つけ、彫刻独自の特
性を知る。また、彫刻や立体造形が社会にお
いて、どのような存在意義を持つのかについ
て自身の考えを深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

彫刻や立体表現に関する制作技法の習得

立体制作の各種技法を通じて、準備～構
想～完成～鑑賞と省察という一連のプロセ
スを理解し、基本的な道具の扱い方につい
て習得することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

彫刻や立体造形が教育現場において、どのよ
うな学びの意味を持つのかについて自
身の考えを深めることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

思い描くイメージの実現および技能の習
得に向けて到達すべき点を見定め、確かな準
備、計画、立案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らが立てた計画に沿って、その実現に向け
て積極的、自主的に行動することができ
る。また、状況に応じた課題を自ら捉え、自
分なりに解決することができる。

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作・研究について最終地点ま
で努力し、完成させることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

制作・鑑賞に関して、受講生同士で協力・連
携し、各自の役割について責任を持って果た
すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
各評価項目の到達状況を、評価基準に沿ってどのレベルまで到達しているか測り以下の４段階で評価します。
Ｓ：設定した目標以上の到達状況である
Ａ：十分満足できる
Ｂ：概ね満足できる
Ｃ：設定した目標に達しない
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（制作課題）

： 立体制作の技法、素材や道具の特性を理解し、それらを生かして作品を構想、制作できる。
50％

試験（制作ノート）
50％

： 達成点と課題について明確にしながら、自身の制作を振り返り、わかりやすくまとめることができ
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「美術資料 大阪府版」京都市立芸術大学美術教育研究会編集、修学社
美術科指導法Ⅱと同じ
【参考文献等】
中学校学習指導要領解説（平成29年告示 文部科学省）

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・実技制作を伴う授業であるため、汚れることを想定した服装や身なりで臨むこと。
・制作や鑑賞内容を撮影・記録するため、カメラ等を毎回持参すること。
・授業前後の清掃や道具の整理、作業の協力・連携も学習内容の一つであるため、真摯に取り組むよう心掛けること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜2限

場所：

南館3階

研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

立体を学ぶことについて／平面が立体になるとき１：立体なら
ではの魅力
授業概要の説明を行います。また、立体表現や彫刻について、平
面表現や他の芸術表現とのかかわりを考えながら、「彫刻だから
こそできること」「彫刻を通して学べること」について考える導
入の場とします。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間

第2回

平面が立体になるとき２：「お祝い」をテーマにしたポップ
アップカードの制作
「お祝い」をテーマにしたポップアップカードの制作を通じ
て、平面である紙が立体になる瞬間を、自らの経験を通して学び
ます。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間

第3回

平面が立体になるとき３：「あそび」をテーマにした遊具模
型の制作
面材を立体的に構成することで遊具模型の制作、すなわち人間に
とって欠かせない活動の一つである「あそび」をデザインしてい
きます。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間

第4回

紙で立体をつくる１：張り子でつくる（粘土原型の制作）
伝統的な立体造形技法である「張り子」の制作手法を通じ
て、紙を素材とした立体造形について学びます。ここでは制作工
程の概要を確認しながら自ら構想し、それに基づき粘土原型を制
作します。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第5回

紙で立体をつくる２：張り子でつくる（紙の貼り重ね）
前回制作した粘土原型に基づき、紙を用いて貼り重ねていきま
す。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第6回

紙で立体をつくる３：張り子でつくる（粘土抜き／彩色）
紙を貼り重ねてできた張り子の形から、粘土を抜き取り、再接
合の上で造形を調整します。適宜、彩色を施すなどして、完
成を目指します。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間

第7回

作品と制作ノート鑑賞・講評／彫刻鑑賞①
ここまでに制作してきた作品と、活動記録となる制作ノートを相
互鑑賞します。これらに関して、適宜プレゼンテーションを行い
ながら、次なる課題を発見します。また、これまでの課題内
容に関連する彫刻鑑賞についても併せて行います。

鑑賞をふまえた制作ノートの作成

2時間

第8回

立体表現と構造１：石膏直付けで動物をつくる（構想と骨組み
づくり）
人も含めて動物には、自身の身体を支えるための骨格と筋肉があ
ります。立体物として表現するためには構造を的確に捉えること
が必要です。ここでは、自重に耐えることのできる構造を理
解し、形作ります。
（学修到達度の確認）授業の進捗状況を、自己評価し、教員か
らフィードバックを受けます。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第9回

立体表現と構造2：石膏直付けで動物をつくる（石
膏の使い方と造形方法）
石膏は、立体的な表現を行う上で主要な素材の一つです。ここで
は、石膏の基本的な使い方を学び、彫刻的な立体感覚の一つであ
る量感に留意しながら、この素材を生かした表現方法につい
て学びます。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第10回

立体表現と構造3：石膏直付けで動物をつくる（モデリン
グとカーヴィング）
その動物の姿を表現する上で必要なヴォリュームを捉えなが
ら、構造となる芯材に適した石膏をつけていきます。骨ばったと
ころ、柔らかいところ、ねじれているところなど、そのポー
ズの特徴を見つけながら、大まかに形作ります。同時に削ること
で、形を推敲していきます。付けることによって形作る（モデリ
ング）技法と削ることによって形作る（カーヴィング）技法それ
ぞれの特質を理解していきます。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間
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第11回

型取りと鋳造１：鋳造技法で果物をつくる（粘土原型の制
作と石膏型取り／粘土抜き）
型取りによる鋳造の方法を学びます。ここでは、粘土で小さな作
品（果物）を作り、石膏を用いて雌型を完成させます。型取り
の意味や鋳造工程について、制作を通して理解を深めていきま
す。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第12回

型取りと鋳造２：鋳造技法で果物をつくる（粘土抜き／金
属に関する知識習得と鋳込み／割り出し）
雌型から粘土を抜き取り、型を乾燥させた上で、金
属を流し込み、割り出します。金属の扱い方について、制
作を通して理解を深めていきます。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間

第13回

木彫表現１：「魂」をテーマにした制作（道具の使い方／構
想と荒取り）
木材を用いて「私の魂のかたち」をテーマに作品を作ります。こ
こでは、木材を扱う上で必須となる道具の使用方法について理
解するとともに、木材の特性を踏まえた造形方法について、制作
実践を通して学んでいきます。

制作課題の目標到達／制作ノートの作成

2時間

第14回

木彫表現２：「魂」をテーマにした制作（彫り込みから推
敲へ）制作ノート講評
木材を用いて「私の魂のかたち」をテーマに作品を作ります。こ
こでは、道具を駆使して自身の思い描く形へと形を昇華させてい
きながら、木彫の基礎を学んでいきます。
ここまでに制作してきた作品と、活動記録となる制作ノートを相
互鑑賞します。これらに関して、適宜プレゼンテーションを行い
ながら、自己の成長を見つめ、これからの課題を発見します。ま
た、これまでの課題内容に関連する彫刻鑑賞についても併せ
て行います。
（学修到達度の確認）課題への取り組みの自己評価とフィード
バック。

制作課題の完成／制作ノートの作成

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形演習３（工芸）
阿部緑、大手裕子
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・大手「染織」（7回）織り作家として国内外にて作品発表、技法・素材研究を行う。初等教育の経験を有す
る。中高美術、初等の教員免許を有する。
・阿部「染織」（7回）染色作家として国内外にて作品発表。素材・技法研究を行う。高校における美術・工

授業概要
中学校・高等学校において美術・工芸の授業を教授、実践する力を習得することを前提とし、工芸における染色・織を取り上げ、2分野の基本
的な技法や素材の特性・制約を生かし、また、各技法で制作に必要とされる道具の使用方法を学び、それぞれの作品制作を行う。工芸として
の作品のあり方をも考えながら自由な発想のもと、各工程の作業を積み重ねることにより表現の可能性を探る。またこの授業を通して得た内
容を学校現場で教材として展開できるよう整理、記録しておく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

染色、織、繊維造形に関する専門知識と技お
よび中学校・高等学校の工芸教育に対する理
解とスキル

将来、中学校・高等学校の教師として工
芸の授業を指導するための知識、経験を習
得することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

染色、織、繊維造形について得た専門的知識
技能を中・高の教育現場での題材として展
開し授業案を立案する。

工芸の魅力や意義を感じ取りながら制
作を楽しんで進められる授業計画を立てるこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

各工芸技法の特徴、制約、特殊な素材、材
料、道具などを踏まえた上で、それらを生か
した作品のデザインができる。

2 ．DP6.行動・実践

教師として教授する立場を想定し、多様な素
材、道具、技法を理解、習得し、積極的に制
作に向かうことができる。

3 ．DP7.完遂

各技法の全工程をたどり、作品を完成させる
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて学修到達状況を確認し、学生へのフィードバックを行い、さらに文章で
の振り返りも行う。これにより学生は自らの成長度合いを知ることができる。演習授業の制作物は学修成果ポートフォリオにまとめる。以
上を総合して評価を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
また、定められた課題、ファイルの提出を行うこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講、制作に向かう姿勢
20％
各課題ごとの小作品、レポートの提出
40％

： 教職に就くことを自覚し、将来生徒に教授するため、授業内容をしっかり理解し、意欲的に課
題に取り組んでいるかを評価する。
： 工芸各技法、素材の特徴を捉え、それらを生かしたデザインを行い、作品に仕上げることができて
いるかを評価する。また、見学についてはレポートを作成し提出する。

定期試験（制作ファイル・授業案提
： 各課題について、中高における工芸の教材として展開できるよう、必要な情報、授業課題として
出）
のアイディア等をまとめたファイルを作成する。
30％
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学修到達度評価

： 授業の理解、目標の達成度について、客観的に自己評価して更なる課題を見出す。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内容、各自の制作に応じて、必要な資料、作品集などを授業内で配布、提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間から4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容を丁寧に復習しファイルにまとめると共に、次回の授業に向けて予習をするこ
と。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

美術研究室（大手・阿部)

備考・注意事項： その他連絡を取りたい場合はEメールで対応します。
大手 ote@osaka-seikei.ac.jp
阿部 abe@osaka-seikei.ac.jp
E―メールには氏名、コース名、学籍番号を記入すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

染色①染色に関する概論、【課題1】「ステンシル技法と顔
料を用いた作品制作」（1）課題説明、デザイン、学習到達
度の確認の説明
・工芸についての概論と絵の具による絵画作品とは大きく異な
る染色についての説明及び課題1で用いるステンシル技法と本技
法で用いる型紙に関する説明を行う。
・作品制作における素材や技法の特徴、制約などについて学びデ
ザインを作成する。一枚型ならではの魅力あるデザインを目
指す。
・本課題で使用する型紙は、今後の授業（藍抜染、型染）にも使
用する。
・学習到達度の確認（説明）

第2回

染色②【課題1】「ステンシル技法と顔料を用いた制作」
（2）型彫り・染色（トートバック）
・前授業で作成したデザイン画に準じて型に置き換えるための白
黒草稿と色草稿を行った上で、型紙に白黒草稿をトレースし、型
彫りを行う。安定した型になるよう心掛ける。
・その後、トートバックのデザインレイアウトを考え、型
紙を用いて顔料にて染色を行う。
・染色後、アイロンを用いて熱処理を行い、顔料をしっかり定
着させる。
・顔料とバインダーの調合、染色方法についてはデモンストレー
ションを行う。

第3回

染色③【課題2】「藍染による制作」（1）課題説明、無地
染め・絞り染め
・藍染及び絞り染めについての説明を行う。
・あらかじめ建ててある藍液を用いて綿ローンのハンカチを次課
題「藍抜染」用に無地に染める。
・また、綿布を色々な絞り技法を用いて絞り染めを行う。

第4回

染色④【課題2】「藍染による制作」（2）課題説明、藍抜染
・藍抜染技法について説明を行う。
・前授業で藍で無地染めした布にステンシル課題で作成した型
紙を使用し、藍抜染糊を置く。
・一定時間、藍抜染糊を静置し抜染を進め、その後、水
洗を行い作品を仕上げる。
・藍抜染糊置きについてはデモンストレーションを行う。

授業内容を振り返り理解を深めると共に、染
色技法、ステンシル技法についてファイルに
まとめる。作品のデザイン、色草稿を作成す
る。

2時間

授業内容を振り返り、型彫り、染色方法を理
解した上で、ステンシル技法を用いた染色工
程をファイルにまとめる。作品制作の工
程を記録し、ファイルにまとめる。

2時間

授業内容の振り返りと藍染による染
色、絞り染めついて一連の工程をファイルに
まとめる。

2時間

授業内容を振り返り、藍抜染技法に関する理
解を深め、制作工程をファイルにまとめる。

2時間

第5回

染色⑤【課題3】「型染技法と植物染料を用いた作品制作」
（1）課題説明、糊置き
・型染技法についての説明を行う。
・綿ローンハンカチにレイアウトを考え、ステンシル技法で作
成した型紙を使用し、粘度調整を行った糊（型糊）を置く。
・型糊が乾燥した後に「地入れ」を行い、染色に備える。
・糊置きについてはデモンストレーションを行う。

授業内容の振り返りと型染技法による制作工
程をファイルにまとめる。

2時間

第6回

染色⑥【課題3】「型染技法と植物染料を用いた作品制作」
（2）植物染料液・媒染剤液の準備・色サンプル作成
・植物染料・媒染についての説明を行う。
・数種類の植物染料は計量した後、煮出し染液とし、媒染剤
液（ミョウバン・木酢酸鉄）は濃度を整え準備する。
・植物染料と2種類の媒染剤を掛け合わせた色サンプルを作成す
る。

授業内容の振り返りと制作工程及び色サン
プルをファイルにまとめる。

2時間

第7回

染色⑦【課題3】「型染技法と植物染料を用いた作品制作」
（3）染色、中間学習到達度の確認
・植物染料と媒染液を用いて染色を行う。
・植物染料の色サンプルから染料と媒染剤を選択し、前授業で糊
置き、地入れを行った布を染色、媒染する。
・乾燥後、蒸しを行い発色を促し、その後水洗し作品を完成させ
る。

授業内容の振り返りを行い、植物染料を用い
た染色工程についてファイルにまとめる。

2時間

様々な織り技法について、資料を整理し、記
録しておく

4時間

・中間学習到達度の確認
第8回

織り① つづれ織り１
のための下絵

様々な織り技法について、つづれ織り
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・様々な織り技法についての説明。
・つづれ織りについての説明。
・つづれ織り小作品のための下絵作成、スケッチから織下絵作
成へ
第9回

織り② つづれ織り２ 織下絵作成、経糸の準
備、織り出し、織技法の説明
・織下絵を完成し、色草稿を作成する。色草稿に基づき、使用す
るウール糸の色番号を決定する。
・経糸を枠機に張り、たこ糸で織初めを織る。

織りの工程について、順を追って整理し、記
録しておく

4時間

第10回

織り③

作品の仕上げを完了し、全制作過程の工程に
ついて整理しきろくしておく。

4時間

様々な繊維造形、バスケタリー技法につい
て整理しまとめておく。コイリング小作
品を完成する。

4時間

つづれ織り３

織作業、仕上げ作業

・つづれ織り技法、ノッティング技法についての説明
・下絵に従って、織進める。
・織上がったら仕上げ作業（経糸括り、緯糸の始末、ノッティン
グ起毛部分のカット等）を行い、完成する。
第11回

繊維造形① バスケタリー
よる小作品制作

技法の説明、コイリング技法に

・様々な繊維素材とそれを用いた表現についての解説。
・バスケタリー技法についての解説。そのうちの一つ、コイリン
グ技法について実習し小作品を制作する。
第12回

繊維造形② 撚る、紡ぐ、績む、縄を綯う
各技法の説
明、しめ縄作り
・繊維素材に対して撚る、紡ぐ、績む、縄を綯う等の技法につい
ての説明。
・藁を用いて縄を綯う工程を体験し、しめ縄を制作する。

様々な繊維素材に対する、各技法について資
料等を整理し記録しておく。

4時間

第13回

繊維造形③ フェルティング１ 技法についての説明、フエル
ティングによる小品制作1
・ウール素材の特質、フェルティング技法についての説明。
・フェルティング技法による小作品制作の準備（デザイン、ウー
ルの準備、型紙制作）
・模様のためのプレフェルト制作
・フェルティングの第1工程（繊維を並べ、重ねる）

ウールの特質とフェルティングについて、整
理し記録しておく。

4時間

第14回

繊維造形③ フェルティング２
制作２、最終学修到達度の確認

フェルティング作品を完成させる。フェル
ティングの全工程について、整理し記録して
おく。

2時間

フェルティングによる小作品

・フエルティングの残りの工程（繊維への加圧、ローリング、成
形等）を進め、作品を完成させる。
・最終学習到達度の確認
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形演習４（デザイン）
市毛史朗
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教職課程履修者を対象にデザインを学ぶ。デザインが社会に果たす役割を学び、絵画やファインアートとの違いを理解する。画材や道
具の使い方、紙や各種素材の使い方を知り、多様な表現方法を身につける。自分が制作の技術を身につけることは最終目標ではな
く、作り方、考え方を教授することができることを目指す。教職を目指す学生対象の授業であるため、デザインのみならず美術全般に対す
る深い興味を持ち、教えること、作品を批評することに向き合える力を修得することを目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デザイン、美術の幅広い知識と技能を身につ
ける。

様々な技法を経験し、生徒にそれを教授す
る方法を学ぶ。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教職に対する理解を深め、指導する力を身に
つける。

作品の制作プロセスや批評を論理的に行うこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

課題を明確に把握し答えられるとともに、他
人の答えにも批評を加えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
授業課題は講評会を行い、担当教員からの評価を受けるとともに受講生同士で互いの作品を批評しアドバイスを行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品提出、プレゼンテーション
50％
講評会での発表

： 課題を理解し、求められる技法を修得できたか。自身の作品を明確にプレゼンテーションできた
か。
： 他者の作品を適切に評価し、アドバイスすることができたか。

30％
受講態度

： 作品の提出期限を守り、プレゼンテーション、他者への講評において積極的に発言できたか。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業ごとに適宜資料を用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
教職課程の科目であるため、原則として将来教職に就く意志のある学生を対象とする。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:30~15:00

場所：

南館３階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題1:色彩構成 課題説明と制作
デザインの基礎である色彩構成を行う。
アクリルガッシュを用いて、ベタ塗りの仕方、直線の引き方
等の基本的な技法を学ぶ。

授業で学んだ技法の復習、自主制作

4時間

第2回

課題1:色彩構成 制作進行
色彩構成の制作を進める。絵の具に慣れ、使いこなせるようにな
ることを目指す。

講評会に向け仕上げ作業

4時間

第3回

課題1:色彩構成

色彩構成の振り返り。アドバイスを今
後に生かすための復習。

4時間

講評会

色彩構成の講評を行う。教員の評価を受けるとともに、他の受講
生の作品を評価し、お互いにアドバイスを行う。
第4回

課題2:グラフィックイラストレーション 課題説明と制作
色面分割の技法を用いて、モチーフをグラフィカルに表現したイ
ラストレーションを制作する。色彩の効果的な使用
法を学び、美しい色彩の組み合わせを目指す。

課題の復習、自主制作

4時間

第5回

課題2:グラフィックイラストレーション 制作進行
制作を進める。教員のアドバイスを受けるとともに、自分なり
の工夫を重ね独自性のあるイラストレーションを目指す。

講評会に向け仕上げ作業

4時間

第6回

課題2:グラフィックイラストレーション 講評会
講評会を行う。各自の独自色が出る課題のため、お互いの作品に
ついて完成度だけでなく個性を踏まえて評価を行えるよう留意し
てアドバイスを行う。

課題の振り返りと今後へのフィードバック

4時間

第7回

課題３:ポスター制作 課題説明と制作
社会問題をテーマとしてポスターを制作する。手法はアナログ技
法限定とし、レイアウトの基本を学ぶ。中学・高校の授業を想
定したポスターデザインとする。

課題の復習、自主制作

4時間

第8回

課題３:ポスター制作 制作進行
制作を進める。指導する立場を想定することを忘れず、理論立て
て制作する。

講評会に向け仕上げ作業

4時間

第9回

課題３:ポスター制作 講評会、課題5:受講生による課題制
作の説明
講評会を行う。ポスターに欠かせないレイアウトの美しさ、発
想の豊かさをポイントとし、アイデア・技法の両面から評価する
ことを心がける。
最終課題である、学生による課題制作について説明を行う。

ポスターの振り返りとフィードバック

4時間

第10回

課題4:紙立体 課題説明と制作
ケント紙を用いて紙立体を制作する。展開図を学び、箱状のもの
や複雑な立体の制作方法を身につける。

立体制作方法の復習、自主制作

4時間

第11回

課題4:紙立体 講評会
講評会を行う。立体物は完成度が非常に重要となるため、上
手に制作できたものに関しては受講生同士で情報を共有し、全
体で技術の向上を目指す。
中間ルーブリックを用いて自己評価を行う。

紙立体の振り返りとフィードバック

4時間

第12回

課題5:受講生による課題制作 各自の課題発表をプレゼンテー
ション
学生自らが課題設定を行い、各自が設定した課題をプリントと口
頭でプレゼンテーションする。課題の目的、習得するべき技
能を明確にし、生徒がデザインに親しみながら学べる課題を考
案する。プレゼンテーションされた課題に対して担当教員よりア
ドバイスを行い、次回授業までに修正を加える。

自身が設定した課題の修正

4時間

第13回

課題5:受講生による課題制作 制作進行
制作を進める。受講生同士でアドバイスを行い議論をする。教師
役の生徒は課題に求めるポイントを明確にできるよう努める。

講評会に向け仕上げ作業

4時間

第14回

課題5:受講生による課題制作 講評会
講評会を行う。教師役の学生は生徒役の学生の作品を評価し、生
徒役の学生は教師役の学生の課題を評価する。
最終ルーブリックを用いて自己評価を行う。

授業全体の振り返り、自己評価

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術概論【VD】
桐原一史
VDコース・1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
本授業では、多々あるコミュニケーション手段のひとつとして、ビジュアルコミュニケーションデザインが影響及ぼす様々な領域について認
識し学修する。多くのビジュアル事例をもとに、ビジュアルコミュニケーションデザインにおける多種多様な手法や媒体とその役割や機能につ
いて理解を深める。そして、今後各人がコミュニケーションを目的としたデザイン制作に関わる上で、制作ツールとしての選択
肢の幅を広げ、デザインにおける表現方法の拡大に繋げていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ビジュアルコミュニケーションデザインにお
ける基礎知識の習得と様々な可能性につい
て知見を増す。

デザインやイラストレーションを制作するう
えでの基礎力を育てる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

様々なデザインの仕事におけるプロセスやそ
の成り立ち、役割や機能について理解を深め
る。

専門的基礎知識を学修し、今後各自のデザイ
ン活動の基盤とすると同時に表現手法や手
段における選択肢の幅を広げる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業での事例（ビジュアルサンプル）紹介か
らの考察はもちろん、授業外学修において
もデザインの興味や探求の度合いを深める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業に対する理解と取組み状況

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢を評価する。
20％

授業レスポンスシート

： 各授業に対する振替りと感想を中心に評価する。
20％

授業振り返り試験（期末試験）

： 授業を通じて学修した様々な基礎知識の総括として、14回授業後に試験をおこない評価する。
50％

学修到達度評価

： 授業全般における学修成果の到達度について評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
デザイン・レイアウト「プロの流儀」（MdN）、パッケージデザインの教科書（日経デザイン）、世界のサインとマーク（世界文化
社）、DTPベーシックガイダンス（日本印刷技術協会）、デザインのデザイン（原研哉 著 ）、新しい広告（嶋村和恵 著）、レイアウ
トの「き」（佐藤直樹 著）、色のしくみ（新星出版社）、絵ときデザイン史（石川マルサ・フレア 共著） 、現代デザイン事典（平凡社）、デ
ザイン。知らないと困る現場の新100ルール（MdN）他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習を行っておく。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記する。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
ビジュアルにコミュニケーションデザインの可
能性
ビジュアル表現（視覚化）は今後の学修や制作において、コミュ
ニケーションデザイン上の共通の作法になります。この授業で
はビジュアルコミュニケーションデザインの目的や役割、機能や
その影響について理解を深める。初回として授業全体の概要説
明を行い、導入としていくつかの事例を紹介しながらビジュアル
コミュニケーションデザインの広がりや可能性について興
味を持ってもらう。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

第2回

デザインの歴史と役割

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

1800年代から2000年代にかけてのデザイン史における様々なムー
ブメントの中からビジュアルコミュニケーションデザインに関わ
るものをいくつか時系列に、また体系的にピックアップして紹
介。その中でビジュアルによるコミュニケーションデザイ
ンが担ってきた役割や目的について理解を深め、基礎知識とし
て学修する。
第3回

ビジュアルコミュニケーションデザインのタッチポイント
市場をテーマに顧客視点における様々なデザインのタッチポイン
トについて、広範囲にわたるビジュアルコミュニケーションデザ
インの領域と仕事について理解を深める。顧客が商品やサービ
スを知り、最終的に購入に至るまでのカスタマーの行動や思
考、感情をカスタマージャーニーとして認識し、それぞれのタッ
チポイントにおける必要なコミュニケーションデザインについ
て事例とともに学修する。

第4回

デザインの仕事とプロセス
ビジュアルコミュニケーションデザインを含めたデザインの仕
事を理解する上で情報収集と分析からアイデアの創出を行い、最
終的に自分の考えをデザイン、視覚化していくまでのプロセ
スを学ぶ。また、その過程において様々な人々の関わりや制作に
おける諸条件についても理解を深める。同時にビジュアルデザイ
ンに必要な環境（ハードウェア、ソフトウェアなど）について
も知識を得る。

第5回

タイポグラフィと文字組み 1

欧文書体の基礎知識と応用

デザインを構成する要素の基本としてタイポグラフィはとても重
要。欧文書体の種類や特徴を学び、使用用途の適正について理
解する。また、基本的なルールや用語についても知識を得ると同
時に、様々なビジュアルデザインの事例を通じて、文字の種
別（セリフ、サンセリフ、Cap、All Capなど）はもとより、効果
的な文字の使い方や文字組み、字詰めや行間、行揃えなどについ
て学修する。実際に紙面上にカーペンターペンシルやマーカーな
どを使ってレタリングしてみることで、文字の構成要素や仕
組み、書体の成り立ち（歴史）について理解を深める。
第6回

タイポグラフィと文字組み 2

和文書体の基礎知識と応用

いくつかのデザイン事例を参考に和文書体の種類や特徴、性格に
ついて認識する。また、基礎知識として文字の種別（明朝体、ゴ
シック体）、文字組みや行間、行揃えなどについて学ぶ。ま
た、欧文同様にタイトル文字などでは必要に応じてカーニン
グ（文字詰め）などの完成度を上げる作業について学修する。
第7回

レイアウトの基本

目的・媒体・手法

ビジュアルコミュニケーションデザインとして伝えたい情
報を正しく効率的に伝達するために、様々な印刷媒体の特徴や形
態を認識する。また、代表的なレイアウトの手法（シンメト
リー、黄金比、視線誘導、グリッドなど）を学修し、偶然の仕
上がりに頼るのではなく、レイアウトの視覚的特性とその効
果を理解することで意図的なレイアウト（デザイン）ができるこ
とを理解する。
第8回

イラストレーションの画材と技法
様々な画材とその技法について事例をもって紹介・解説する。
＊中間学修到達度の確認とフィードバック

第9回

色のしくみとカラーデザイン1

生活デザインと色彩文化

ビジュアルコミュニケーションデザインを構成する中で全体の印
象を決定する色の役割はとても重要です。色彩論的な基礎知
識を習得するとともに、様々な事例を見ながら効果
的な色の使い方について学修する。また、生活や心理、国や文
化の違いによる色彩の関係についても認識する。
第10回

色のしくみとカラーデザイン2

ビジュアルの標準化と多様化

ビジュアルデザインの標準化や多様化に応じて、色がもたら
す様々なルールや規則について事例をもって解説する。
また、色と色の組み合わせによって起こる現象や視覚効果につい
て認識を深める。
第11回

ピクトグラムとシンボルマークとマスコットキャラクター
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ノンバーバル（非言語）コミュニケーションについて解説すると
ともに、ピクトグラムやシンボルマークの目的を理解し、
世の中におけるそれらの役割と重要性について理解する。
また、マスコットキャラクターが活躍する世界やその効果につい
ても、事例に基づいて解説し知見を拡大する。
第12回

商品デザイン

アイデアとデザインプロセス

ビジュアルデザインが影響をもたらす商品デザインについて、そ
のアイデアとデザインプロセスについて解説し、
企画とデザインの重要性について理解する。
第13回

パッケージデザイン

ヒット商品に見られるデザイン戦略

顧客との一瞬のタッチポイントにおいて、その商品を売るため
にパッケージをどのように作り、デザイン開発を行っているの
か、様々な製品カテゴリーのパッケージデザインとその製造知
識、アイデア、工夫について学修する。また、ヒット商品やロン
グセラー商品になるパッケージデザインの理由や条件について考
察し、そのマーケティング戦略についても理解を深める。
第14回

総評と授業のまとめ
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行う。
期末試験の傾向と対策についてレクチャーする。
＊最終の学修達成度の確認を行う。

195

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

期末試験に向けて、授業全体で就学した内
容を復習をしておく。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術概論【AC】【GA】【MD】【VV】
糸曽賢志
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
アニメをはじめとした映像監督、キャラクターデザインなどを国内外で行う教員が担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
まんが・アニメーション・ゲームといったエンタテインメントジャンルにおける演出技法、ストーリー構成、スタッフ編成、予算内訳、制作手
法、歴史を作品を通して学ぶ。様々なジャンルの作品を鑑賞しながら、伝えたいテーマやコンセプトを読み解き、その時代になぜその作品が制
作されたのか、そしてそれを世の中がどう受け止めたのかを含めて詳細に解説する。また各ジャンルにおける専門用語や商業世界においてのビ
ジネス的な考え方も習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

エンタテインメントジャンルでの表現手段に
おける専門用語や制作手法、演出手法を学び
ながら、芸術としてだけでなくビジネスとし
ての在り方にも視野を広げて考察できるよう
に具体例を踏まえて解説する。

モノマネではない柔軟な「発想」から新し
い作品を生み出すことができ、情報収集とそ
の分析を通じて、新しい発想を産み出し、自
分自身の考えを企画にまとめることができる
ようになることを目標にする。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

エンタテインメントジャンルでの職種や仕事
内容を解説。

職業に対する理解を深める。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的な知識を通じて作品を企画し、自分自
身の考えるテーマやコンセプトといった作
品の核となる重要事項を聞き手に分かりやす
く、かつ相手のメリットも考えながら伝えら
れる能力を育む事を目標とする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・eラーニング、反転授業
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※100点満点で60点以上が単位修得可。
※内訳：授業理解度60点、アイデア20点、分析力・発信力：20点。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講状況とレポート提出
60％
レポートによるアイデア力
20％
レポートによる分析力・発信力
20％

： 受講状況やレポート課題の出来を確認することで、毎回の授業内容を把握できているかどうかを確
認し評価する。評価は5点刻みで行う。
： レポート課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確
認し評価する。評価は5点刻みで行う。
： レポート課題の出来を確認することで、現状の分析とそれを踏まえた上での構成になっているかど
うかを確認し評価する。評価は5点刻みで行う。

使用教科書
指定する
著者
糸曽賢志

タイトル
・

出版社

アニメーション・キャラクター
デザインカリキュラム

参考文献等
授業内で随時紹介する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
・その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。
・毎回の授業の後に復習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
面談などの予約も受け付ける。
itoso@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

近年におけるアニメ演出の種類
ジブリ作品を中心にアニメについて説明。アニメーションの定
義や制作手法、なぜアニメという表現である必要があるのかな
ど、制作の裏側にある時代背景なども解説する。

第2回

近年におけるゲーム演出の動向
家庭用ゲーム、スマフォアプリを中心にゲームについて解
説。ゲームの歴史や今求められている人材なども紹介する。

第3回

近年におけるマンガの動向
新人賞の取り方、連載漫画のストーリー構成などを解説しなが
ら、漫画の歴史や編集部から今求められている人材・作品など
も紹介する。

アニメ演出の復習、それを踏まえた作品鑑
賞。

5時間

ゲーム演出の復習、それを踏まえた作品鑑
賞。

5時間

マンガ構成の復習、それを踏まえた作品鑑
賞。

5時間

第4回

アニメやゲームの専門用語、職種の勉強
アニメやゲーム業界における制作の流れや仕事の役割などを細か
く解説。

専門用語を確認し復習

5時間

第5回

ゲームの演出理論

今まで自分がプレイしていないゲームをいく
つか選んで分析。

5時間

今まで自分が読んでいないマンガをいくつ
か選んで分析。

5時間

今まで自分が読んでいないアニメをいくつ
か選んで分析。

5時間

ゲームにおける重要な見せ方、ターゲットの絞り方などを解説。
第6回

マンガの演出理論
人気作品のストーリー分析、コマ割りの基本を解説。

第7回

アニメの演出理論
商業アニメにおける絵コンテの描き方や実例を紹介。

第8回

CGの可能性
3DCGで制作されたアニメの紹介、様々な技術の紹介。

CGを用いた作品を分析。

5時間

第9回

ゲーム業界におけるキャラクターデザインの仕事内容
キャラクターデザインの仕方や考え方を解説。

キャラクターの研究。

5時間

第10回

マンガ業界における仕事の仕組みと内容
マンガ業界の現状や連載までの道のり、アニメ化などを解説。

マンガ業界について復習。

5時間

第11回

商品プロデュース理論
グッズについての知識や流通の仕組みなどを解説。

オリジナルの企画書を作成してみる。

5時間

第12回

様々なアニメ
Web動画や学生作品をはじめとした様々な種類のアニメを紹
介。コンテストなどで実際に受賞した作品、世間的に評価を受け
ている作品を鑑賞しながら、評価ポイントを説明する。

アニメ作品を1つ選んで分析。

5時間

第13回

映像の演出手法
様々なジャンルの映像を分析し、その演出に至るまでの過
程を学ぶ。

映像作品を1つ選んで分析。

5時間

第14回

エンタテインメント業界の現状・未来
ゲーム・アニメ・マンガといった業界の現状を解説。どういっ
た作品が生まれ世間からどう評価されているか、海外を踏まえ
た制作手法なども紹介する。そしてエンタテインメント業界のこ
れからを分析して紹介。終了後一週間以内にレポートを提出（期
末試験として評価する）。

自分の未来の方向性を考える。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術概論【IA】
大村みな子、唐仁原希
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

立体造形・インスタレーション等美術作家として活動実績があります。（大村）
絵画制作という実践の中で、絵画の研究を行っています。(唐仁原)

授業概要
イラストレーション史と美術史は互いに重なり合った概念や構造を持ちながら発展を遂げてきたということができます。本授業では、それぞれ
の発展の流れを辿りながら「芸術」と「イラストレーション」の成り立ちや両者の特性について学修します。
クリエイターにとって、歴史的文脈や作家研究などの業界理解は必要不可欠です。西洋美術史や日本美術史、イラストレーション史を巡り、現
代に至る流れを把握しながら、絵画とイラストレーションの役割やその違いについて学びます。ここでは、単に専門的知識を受動的に詰め込む
のでなく、学びを自身の制作に結びつけ、客観的かつ能動的な態度を持って作品制作するための「研究」へと踏み出す授業と位置づけていま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

「芸術」と「イラストレーショ
ン」の成り立ちや両者の特性についての理
解。

「芸術」と「イラストレーショ
ン」の成り立ちや両者の特性について理
解し、作品制作に応用できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

絵画やイラストレーションに関する知
識や学びを自身の制作に結びつけることがで
きる。

絵画やイラストレーションに関する知
識や学びを自身の制作に結びつけ、客観
的な態度で実践することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業で紹介した事例から、自らの作品制作に
ついて振り返り、改善することができる。

2 ．DP6.行動・実践

能動的に質問し、コメントを発表することが
できる。

3 ．DP8.意思疎通

コメントを求められた際、自分自身の考え
を分かりやすく説明できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
毎回出題する課題を提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度

： 受講態度について、主体的、能動的な姿勢で、真面目取り組んでいるか評価します。
30％

授業内課題

： 授業内で出題された課題から、講義内容の理解度を評価します。
30％

試験(レポート)
40％

： 14回の授業終了後、授業内容に基づくレポート試験を出題する。授業内容を理解し、作品制
作に活かす態度が身についているか評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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本授業では、美術史の流れを辿りながら「芸術」と「イラストレーション」の成り立ちや両者の特性について学修します。
画家、イラストレーター問わず、作品制作において、歴史的文脈や作家研究など業界の理解は必要不可欠です。
クリエイターとして、主観と客観をバランス良く織り交ぜなから、作品制作を行うための基盤を形成する科目です。
「イラストレーションスタディーズ」秋山孝著 玄光社
「日本イラストレーション史」美術出版社
「イラストレーションの展開とタイポグラフィの領域」京都造形芸術大学編 角川書店

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
普段から美術史や作家の研究を行い、領域や業界に対する理解を深めるよう心がけてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

大村：火曜2限

場所：

南館3階 研究室２

唐仁原：金曜2限

備考・注意事項： 授業中に指示するメールアドレスでも質問を受け付ける。面談は事前にメールでアポイントをとることが望ましい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス(授業概要の説明)と導入(マインドマップの制作)
①ガイダンス
②マインドマップ制作
この授業ではイラストレーション・美術コースの今後の学修や作
品制作において、文脈、作家研究などの業界理解がいかに重
要か学びます。
初回は授業全体の概要説明を行い、導入として、マインドマッ
プを制作し自己理解を深めつつ、領域に対する理解度を確認しま
す。

マインドマップの完成

2時間

第2回

絵画とイラストレーションの違いとは
絵画とイラストレーションとの違いについて、スライドなどによ
り作例をあげながら理解を深めます。

レポート課題

2時間

第3回

絵画とイラストレーション[1]/西洋近世の絵画の役割
西洋美術史の流れから絵画とイラストレーションの違いや特性に
ついて学びます。

レポート課題

2時間

バッロク時代、カトリック教会の布教活動の一環とし宗教
画が多く描かれました。
西洋近世の絵画が担っていた役割から、絵画とイラストレーショ
ンの関係性について理解します。
第4回

絵画とイラストレーション[2]/絵画とイラストレーショ
ンの分かれ道
18世紀に入り、産業革命や絶対王政の衰退により、社
会の中の「個人」の価値について理解が進みました。
19世紀に入ると絵画の領域においても、印象派が登場し自
身の考えやスタイルを表現する作家たちが現れます。
新たな絵画の可能性を求めた当時の画家たちの作例を見ながら、
「表現のための絵画」について学びます。

レポート課題

2時間

第5回

絵画とイラストレーション[3]/絵画表現の多様化
19世紀を過ぎると絵画表現は多様化し、さまざまなスタイルが誕
生しました。
19世紀から20世紀にかけて誕生した絵画表現、現代絵画と呼ばれ
る作品を見ながら、「コンセプトの重要性」と「表現の多様
性」を学びます。

レポート課題

2時間

第6回

絵画とイラストレーション[4]/日本の明治以降の絵画とイラス
トレーション
日本に西洋の絵画やイラストレーションが輸入されたのは明治時
代以降です。
当時の作家が油絵の具による絵画表現や、挿絵などで利用され
るイラストレーションの役割をどのように受け入れたの
か学び、現代に通じる絵画とイラストレーションの役割や課題に
ついて学びます。

レポート課題

2時間

第7回

絵画とイラストレーション[5]/現代の日本人アーティスト研究
村上隆や奈良美智など、漫画やアニメ、イラストレーションなど
のサブカルチャーから影響を受け表現するアーティストについ
て学びます。

レポート課題

2時間

第8回

ゲスト講師講義[1]
絵画領域出身のイラストレーター太田侑子（予定）講義

レポート課題

2時間

第9回

イラストレーション講義[1]／明治、大正期のイラストレーショ
ン
明治期に移入したジャーナリズムという概念とイラストレーショ
ン（風刺）と雑誌文化について、また、
大正期に興隆した美人画ポスターと美しい装幀、成熟した雑誌文
化とイラストレーションについて学びます。

レポート課題

2時間

第10回

イラストレーション講義[2]／第二次世界大戦後の日本のイラス
トレーション
日本宣伝美術協会（日宣美）の発展の中でグラフィックデザイ
ンと深く結びついて発展したイラストレーションについて、日宣
美の公募展で注目されたクリエイターを例に挙げて学びます。

レポート課題

2時間

第11回

イラストレーション講義[3]／1964年の東京オリンピック以
降のイラストレーション
東京オリンピックの開催をきっかけにした高度経済成長とともに
さまざまな文化を楽しむ世相へと移行していきました。そ
の中でイラストレーションの認知度は高まり、イラスト年鑑、専
門誌、公募展ブームで注目されたクリエイターを紹介しま
す。スーパーリアルからヘタうまなど、当時流行したスタイルに
ついて、代表的なクリエイターとその作品を紹介します。

レポート課題

2時間

第12回

イラストレーション講義[4]／現在の日本のイラストレーショ
ンへと連なる流れについて

レポート課題

2時間
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現在に続くイラストレーターの組織や、注目されたイラストレー
ターについて、それぞれの作品の表現上の特徴に注目して学びま
す。
第13回

ゲスト講師講義[2]
デザイナーのキャリアを持つイラストレーターの寺田順三先
生を招き、特別講義を行います。

レポート課題

2時間

第14回

授業総括
・これまでの授業を振り返り、総括を行います。
・1回目の授業で作成したマインドマップを見直し、制作者とし
て不足している部分を改めて認識します。
・試験内容(レポート)について説明を行います。

振り返りシート記入、マインドマップの更新

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基礎演習１【VD】
姜尚均
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
ビジュアルデザインとイラストレーションは、実社会においては密接に結びついた分野です。本講座では、ビジュアルデザインコースが目
指す視覚伝達にを専門的に学ぶにあたって不可欠となる造形基礎を学びます。丁寧な手作業を中心にして、主に、鉛筆や絵の具を使って優れ
た画面構成について考え、しっかり描ききることで表現（＝人に伝わること）が生まれること、基調となる色彩が画面の印象に及ぼす影響、さ
まざまなモダンテクニックが生み出すイメージ表現についてを演習を通して学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

画材、素材の特徴を生かした表現を目指すこ
とと、画面において主題と背景の関係を考
慮した構成力の向上を目指します。

画材の扱い方と画面の構成力と、基本
的な紙の知識修得と取扱いの注意点など、イ
ラストレーターにもデザイナーにも常に必
要とされる項目を確実に身につけていきま
す。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学んだ技術と知識を反映させた作品を完成さ
せます。そして、完成させた作品を講評
会でプレゼンテーションする力へと高めてい
きます。

鉛筆は種類によっての濃淡を描き分け、空
間を描けるよう目指します。色彩の課題で
はテーマに沿った色域を正確に混色し美し
く彩色して、その内容をプレゼンテーショ
ンできることを目指します。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

とにかく手を動かして制作することの実行
力を求めます。実践と振り返りの繰り返し
が着実な実力となっていきます。

2 ．DP4.課題発見

この授業の課題ごとに、学ぶべき課題設定が
あります。自分の課題作品ではその「課
題テーマ」を捉えてクリアしているの
か、常に感じながら進んでいくことを目指し
ます。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全課題の提出を前提とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）

： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
50％

丁寧で魅力的な表現になっているかど ： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
うか
30％
プレゼンテーション

： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
10％

学修到達目標

： 学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価する。 （10点、5点）
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
ヨハネス・イッテン色彩論
他、適宜授業内で指示

発行先：美術出版社

なるほどデザイン発行先：エムディエヌコーポレーション

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金２限

場所：

南館3階研究室

備考・注意事項： オフィスアワー：金曜２限（南館3階 376研究室）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作用具の説明と課題の説明／学修到達目標について説明
手の描き方や構図を優秀作品から考察してみる。水張り。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

手のクロッキー、他のモチーフ探し

6時間

第2回

基礎造形演習１＿描画
ラフチェックと制作開始。

本制作

6時間

第3回

基礎造形演習１＿描画・チェック
チェックと制作。

本制作

6時間

第4回

基礎造形演習１＿描画・全体講評会

次課題の準備。課題のモデル画探しとスケッ
チ。水貼り作業。

6時間

全体講評会、次の課題説明。
第5回

基礎造形演習２＿色彩構成 モデル画の制作1
モデル画のチェックと制作開始。

モデル画本制作

6時間

第6回

基礎造形演習２＿色彩構成 モデル画の制作2＿次課題説明。
モデル画のチェックと制作。 面分割の仕方。

モデル画を仕上げて、面分割準備

6時間

第7回

基礎造形演習3＿色彩構成 明度を考慮した基調色調1＿モデ
ル画の全体合評。
モデル画の全体合評と面分割チェック、制作 。

面分割し、トレースダウン

6時間

第8回

基礎造形演習3＿色彩構成 明度を考慮した基調色調2＿次課題
説明／【中間】学修到達度の確認
明度のチェックと制作。 次課題説明。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック

高明度、低明度の作品制作

6時間

第9回

基礎造形演習4＿色彩構成 彩度を考慮した基調色調１＿明
度の全体合評。
明度の全体合評と彩度の制作開始。
彩度のチェックと制作。 次課題説明。

高彩度、低彩度の作品制作

6時間

第10回

学外見学＿ファンシーペーパーの専門店
ファンシーペーパーの専門店である平和紙業、竹尾などの店
舗の見学。
グラフィックデザイナーやイラストレーターが仕事のために利
用する「紙の専門店」の利用方法と「紙」についての基礎知
識を身につける。

高彩度、低彩度の作品制作と合評の準備

6時間

第11回

基礎造形演習5＿色彩構成 色相を考慮した基調色調1＿彩
度の全体合評。
彩度の全体合評と色相の制作開始。

色相の作品制作と基調色調の全課題を準備

6時間

第12回

基礎造形演習5＿講評会と振り返り＿次課題説明。
全課題プレゼンテーション。次課題説明。

講評を受けて自身で振り返る。

6時間

第13回

基礎造形演習6 Design by Accident １＿制作。
素材や技法確認、制作開始。

素材や技法を試しながら、制作。

6時間

第14回

基礎造形演習6 Design by Accident 2＿制作プラン／【最
終】学修到達度の確認
コンセプト発表と制作。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視 化（ポートフォリオ）

素材や技法を試しながら、制作。

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基礎演習１【IA】
大村みな子・宮野耕治
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
プロのイラストレーターとして仕事をしています（宮野）

実務経験の概要

授業概要
イラストレーションと美術分野に共通して必要とされる造形基礎を学びます。特にイラストレーション分野は、見る人に容易に楽しく視覚伝
達する手段として日常生活に浸透しており、その描き手として伝えるために必要な基礎力を修得します。具体的には、基本的な画
材の取り扱い方法、効果的に伝えるための画面の構成を主なテーマにして学びをすすめます。これらの画面を構成する要素として「点」「線」
「面」を扱った課題に取り組み、面を構成する要素としてはさまざまなモダンテクニックが生み出すイメージ表現をテクスチャーとして使用し
ます。制作した作品は、プレゼンテーションすることによって、作品の意図や、意図を表現するための造形的な工夫を言語化してわかりやす
く伝える力も培うことを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

画材、素材の特徴を生かした表現を目指すこ
とと、画面において主題と背景の関係を考
慮した構成力の向上を目指します。

画材の扱い方と画面の構成力と、基本
的な紙の知識修得と取扱いの注意点など、イ
ラストレーターにもデザイナーにも常に必
要とされる項目を確実に身につけていきま
す。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学んだ技術と知識を反映させた作品を完成さ
せます。そして、完成させた作品を講評
会でプレゼンテーションする力へと高めてい
きます。

造形要素としての「点」「線」「面」の特
徴、モダンテクニックのイメージ効果、それ
らを理解し、効果的に作品に取り入れてそ
の内容をプレゼンテーションすることを目
指します。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

とにかく手を動かして制作することの実行
力を求めます。実践と振り返りの繰り返し
が着実な実力となっていきます。

2 ．DP4.課題発見

この授業の課題ごとに、学ぶべき課題設定が
あります。自分の課題作品ではその「課
題テーマ」を捉えてクリアしているの
か、常に感じながら進んでいくことを目指し
ます。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題の提出締め切りを厳守するため、制作スケジュールの管理を自ら行うこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）

： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
50％

丁寧で魅力的な表現になっているかど ： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
うか
30％
プレゼンテーション

： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
10％

締め切りを守れたか

： 授業の理解、完成度、締切日が守れているかを視点に２段階で評価します。 （10点、5点）
10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（大村）、授業の前後（宮野）

場所：

大村：南館3階研究室 、宮野：教室

備考・注意事項： オフィスアワー：大村＿火曜２限（南館3階研究室2）。宮野＿初回授業内で連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

画材の基本的な取り扱い方法。この授業の学修到達目標につい
て。
・授業の学修到達目標を説明
・木製パネルに画用紙を水張りする方法、アクリルガッ
シュと筆の取り扱い
・アクリルガッシュを使った色面構成の課題説明
構成、混色、平塗りについて解説します

色面構成の課題

2時間

第2回

色面構成の課題提出とフィードバック。「線と点だけで画
面を構成してみよう」①課題説明。
・色面構成の完成作品に、教員よりコメントを返します。
・「線と点だけで画面を構成してみよう」課題説明の後、アイデ
ア、ラフの作成。

「線と点だけで画面を構成してみよう」アイ
デア、ラフの作成

2時間

「線と点だけで画面を構成してみよう」の仕
上げまで

2時間

墨単色にて線と点だけで画面を構成してみる。
墨には原色を一色少量混ぜて
純粋な黒色の墨の中に単色一色を選び、７対３の割合で混ぜて墨
色に微かな色味をつけて、その色の０～１００％の濃淡から生ま
れる
配色を使って線と点の集合体、または太さ、大きさの変化にて画
面を構成してみる。
第3回

線と点だけで画面を構成してみよう②
「線と点だけで画面を構成してみよう」の本制作

第4回

「線と点だけで画面を構成してみよう」全体講評会、次の課題
説明。
全体講評会、次の課題説明。

次課題の準備。紙質を最低５種類集める。

2時間

第5回

紙質を研究してみよう①準備した紙の特徴を知る。

授業で得られた素材の特徴を活かして本制
作を進める

2時間

さまざまな素材の紙質（基本無地）を集め、それらを使ってパッ
チワークを作ってみる。
金、銀紙以外の色紙は不可。
画用紙、銀紙、模造紙、ダンボール紙、油紙、トレース用紙、ワ
ラばん紙など。
第6回

紙質を研究してみよう②
これまでの制作チェックと制作。
特に 面分割の仕方次第で見え方、イメージ、伝わり方に違いが
あることを理解する。

本制作。完成させる。

2時間

第7回

紙質を研究してみよう
全体合評と面分割チェック、制作 。次課題説明。

次回課題のための画材準備

2時間

第8回

「ピカソのゲルニカなどを模写してみよう」制作開始

模写制作のアウトラインの写しまでは作
業を進めておく

2時間

文字通りゲルニカの模写
・目視により画面を観察して画用紙に模写。
第9回

「ピカソのゲルニカを模写してみよう」本制作、中間学修到達
目標の確認
・模写作業
・中間学修到達目標の確認

本制作

2時間

第10回

「ピカソのゲルニカを模写してみよう」合評会と次回課題に関
係する「紙」についての説明
・合評では制作者よりプレゼンテーション
・「紙」についての講義

合評会の結果の振り返り

2時間

第11回

学外見学＿ファンシーペーパーの専門店

紙の専門店と画材点で購入できる紙の違いに
ついて復習

2時間

課題のコンセプト、アイデア、ラフを作成す
る

2時間

発表した作品プランの修正を行い、本制
作の準備を整える。

2時間

ファンシーペーパーの専門店である平和紙業、竹尾などの店
舗の見学。
グラフィックデザイナーやイラストレーターが仕事のために利
用する「紙の専門店」の利用方法と「紙」についての基礎知
識を身につける。
第12回

「モダンテクニックと視覚的なイメージ」課題説明
・さまざまなモダンテクニックの紹介
・さまざまな紙の選択で変化するモダンテクニックのイメージ
・モダンテクニックを使った課題の説明

第13回

「モダンテクニックと視覚的なイメージ」制作
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・実際にモダンテクニックをさまざまな種類の紙に試し、作
品のコンセプト、アイデア、ラフとの整合性を確かめる。
・作品コンセプト・プランを確定し、発表する。
第14回

「モダンテクニックと視覚的なイメージ」制作
「モダンテクニックと視覚的なイメージ」本制作。
学修到達目標の確認、振り返りシートの作成

これまでの授業の振り返り
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基礎演習１【AC】
和田真一
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業原型としてフィギュア・玩具のデザイン・設計・3D造形。コンシューマーゲームタイトルのコンセプト
アート・デザイン制作。（全１４回）

授業概要
●●●全ての絵の基礎になる人物を描けるようになる●●●
アニメーション・漫画・ゲーム・イラスト等々、どのような職種を目指すとしても人物を描く機会は数多くあります。
特にアニメーションでは同じ人物が動いている必要があり、人体の基礎知識は必須と言えます。
背景アーティストを目指すとしても、この授業は人体を描く事を通してモノの観察・分析に重きを置いています。
従って、この先の長期間にわたる創作活動の支えになる技術の習得を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

美術解剖学の知識。
骨格・筋肉・脂肪・皮膚、人体に必要な構成
要素を学ぶ。
アニメーションの助けになるようポージン
グを学び運動力学の基礎知識を得る。

人体を絵として描画する際に、学んだ美術解
剖学の知識を基にして破綻のない人体を描く
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

観察力を高める。
美術解剖学が内側からの知識だとすると、観
察は外側からの知識である。それらを踏まえ
て、全体感(雰囲気)やバランス感覚を習得す
る。

人体描画のコツやテクニックを学び、限られ
た時間を効率よく使えるようにする。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の表現の長所と短所を理解し、短所の最
小化に向けて行動できる。

2 ．DP6.行動・実践

与えられた課題の意図を正しく理解し、考え
ながら取り組むことができる。

3 ．DP7.完遂

毎時間の課題が達成困難であっても、あきら
めずにやり遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績は最終課題だけで評価するわけではありません。毎回出題される課題の提出物も細かく採点し、総合的に評価を行います。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回のテーマ別課題
50％
試験（作品提出）

： 各回の講義内容を理解し、その内容を踏まえた提出物に仕上がっていた場合には７点とします。内
容が理解できていない場合には減点し、最大で７点減点とします。満点は１０点とします。
： 各構成要素の個別点(30点)制作工程と美術解剖学の習熟度(30点)完成品の評価(40点)

40％
学習到達度
10％

： 第１０回の講義時に全体の到達度を６項目に分けて数値化して達成率を提示します。
到達項目が５以上の優秀者は氏名公表し評価します。４以下は未達と告知します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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スカルプターのための美術解剖学
㈱ボーンデジタル
上記書籍は教科書として指定はしないが、現代のエンターテイメントコンテンツに携わり、美術解剖学を学ぶ者は購入すべき本。
スカルプターのための美術解剖学 2 表情編 ㈱ボーンデジタル
キム・ラッキの人体ドローイング
オーム社
人物画の基礎技法
エルテ出版
メール・ヌード・コレクション
視覚デザイン研究所・編

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回3時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の序盤の内容は習得済みで、より高度な内容が必要な場合は申し出てください。画力の審査後に必要ありと認められれば、別途課題を用
意します。
ポージングは各自自由なので、自信の無い方はポージング集を用意したり、スマートフォン等でリファレンスに素早くアクセス出来るように準
備しておくと、課題実践が捗ります。
最終課題がカラーイラストの提出になっており、短い期間でのハードスケジュールになることが予想されます。授業の中盤あたりから構
想を練っておくことを推奨します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
wada-s@osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：美術解剖学について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の解説・頭部の構造的解説と描写
１限目：授業の全体像の解説、描画力診断
２限目：頭部と頭蓋骨の解説、描画

第2回

姿勢と重心
１限目：前回授業の添削合評、顔の立体感。側面の重要性。
２限目：姿勢と重心を意識した人体描画(ポージング込)

第3回

骨格を意識する
１限目：第２回の添削・講義
２限目：３Dモデルの骨格を元に人物化を行う

第4回

筋肉の構造（体幹・腕部・脚部）
１限目：第３回の添削・講義
２限目：全身の筋肉組成を学び、作画に応用してみる

第5回

キャラクターを描く(版権)
１限目：第４回の添削・講義
２限目：事前に用意した版権キャラ・人物の裸体を描く

第6回

年齢・体型を描き分ける.I

描き分けの基礎

１限目：第５回の添削・講義
２限目：テーマは、赤子・幼児・肥満・老人
第7回

顔.I

骨格と表情

１限目：第６回の添削・講義
２限目：顔の骨格と表情の表現を描く
第8回

年齢・体型を描き分ける.II
し込む方法

描きわけをキャラクターに落と

１限目：第７回の添削・講義
２限目：３名以上のグループ画で年齢・体型・性別を描き分ける
第9回

キャラクターの一生
１限目：第８回の添削・講義
２限目：キャラクターの一生を描くことで年齢差を描き分ける

第10回

筆ペンで描く・顔.II

様々なアングルによる描き分け

１限目：第９回の添削・講義
学習到達度の確認
２限目：顔を多角度で描く（アオリ・フカン）
第11回

選択課題：11-a カメラワーク ／ 11-b トレース
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全１４回の授業の全体像を把握し、苦手な部
分を書籍等で補強する準備を行う。 自宅でク
ロッキー等を行う

4時間

姿勢と重心の授業内容は今後様々な部
分で出てくる重要な要素なので復習してお
く。

4時間

美術解剖学の書籍を見ておく。本が手にはい
らない場合はネット閲覧でも可。予習してお
くことを推奨します。

4時間

人体の筋肉の構造を美術の観点から学びま
す。美術解剖学とはどういったものかを事
前に調べておきましょう。

4時間

第４回までの知識をつかって、既存の版
権キャラクターの裸体を想像して描きます。
資料の準備をしておくこと。

4時間

大多数の人が中肉中背の人物しか描いたこと
がないというのが実情です。第６回で
は様々なバリエーションを要求するので予
習しておくこと。

4時間

顔について骨格から学び、リアルな描写を要
求します。 漫画顔しか描いたことがな
い人は特に予習が必要です。

4時間

第６回の内容の発展系を行います。グルー
プ画を描くので、事前にポージングを考えた
り資料を集めておくこと。

4時間

老化がテーマなので、最低限３時代
分の描き分けの情報を集めておきましょう。
第６回の内容の応用が必要です。

4時間

筆ペンを使い普段と違った筆致や一発描き
で絵を描きます。筆ペンは必ず持参するこ
と。（ぺんてる筆ペン推奨）慣れてない
と難しいです。多くの人が苦手とする下か
ら見上げたときの顔、上から見下ろし
た顔を描きます。難しいので資料がある
と良いです。

4時間

これまでの授業についてこられてい
る方は第１０回の内容を全身に応用する内
容です。 難度が高いのでしっかりと準備して
ください。

4時間

4312
１限目：第１０回の添削・解説講義
２限目：カメラワーク(全体像のアオリ・フカン) ／ トレース画
制作
第12回

スポーツ4コマ

１限目：第１１回の添削・講義
２限目：スポーツを題材とした４コマアニメーション
第13回

筆ペンで描く

１限目：第１２回の添削・講義
２限目：第14回にに向けてサムネイルサイズのキャ
ラを描く(筆ペン)
第14回

最終課題：カラーイラスト
１限目：下絵のチェック
２限目：色彩
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４コマで動くアニメーションを制作しま
す。テーマはスポーツなので４コマで表現で
きそうな起承転結の表現できる題材を探して
おきましょう。

4時間

最終課題に向けてキャラクターデザイ
ンを行いますが、ここでも筆ペンを使いま
す。沢山のサムネイルによる候補出しが目
的です。

4時間

最終課題はハードスケジュールなので、事
前に下書きを済ませ、時間外でも良いの
で見せに来てください。

4時間

4313
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基礎演習１【VV】
浅田伸
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

映画、テレビ番組、ＣＭ、Ｗｅｂ動画など様々な商業メディアにおいてプロデューサーおよびディレクター経
験を有する。（全１４回）

授業概要
映像コンテンツの企画立案に不可欠なシナリオや絵コンテといった資料の作り方・読み方を学び、映像表現を構想する感覚と、企画を他者にプ
レゼンテーションする表現力を身につける。またデッサンの機能性や文章の精度を向上させ、表現者としての説得力を磨く。
と同時に、媒体の種類（映画・ＣＭ・テレビ番組・Ｗｅｂ動画...）、ジャンル（ドラマ、報道・ドキュメンタリー ...）、技法（実写・アニ
メーション・ＶＲ...）毎のバリエーションを網羅的に俯瞰しつつ、エンタテイメント業界の基礎となる知見を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

映像制作の基礎知識。企画の資料となる絵コ
ンテやシナリオの作成手順とプロデュー
サーや監督の役割を身につける。

各授業を通じ、撮影や編集の具体例とプリプ
ロダクションにおける準備物との対
応を学び、制作現場の全体像を把握すること
ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

立案した企画内容を絵コンテやシナリオでプ
レゼンテーションする。

発表を通じ、相手に伝えるための資
料の在り方について理解し、作成できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

自ら構想したアイデアを適切な資料に落と
し込める。

2 ．DP6.行動・実践

与えられた課題を自らの力でやり遂げること
ができる。

3 ．DP8.意思疎通

資料で表現した企画意図をわかりやすく説
明することができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた役割に応じ、行動に結び付けるこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の課題に対する提出物

： 各授業内容の理解度を提出物をもって評価する。未提出の場合は減点の対象とする。
40％

受講状況

： 課題への取り組みにおける積極性、授業中の態度等から総合的に判断する。
20％

中間・期末発表

： 準備した資料と発表の内容が適切かどうか、および内容が正しく伝えられたかどうかを評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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「シナリオの基礎技術」 新井一（ダヴィッド社）
「Making a Good Script Great」 Linda Seger（Silman-James Pr）
「映像カメラマンのための構図完全マスター」益子広司・内田一夫（玄光社）
上記については教科書として指定される書籍ではないが、ごく一般的で習得に価する。
（授業の際、必要に応じて随時資料を提供する）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレスに送ってくださ
い。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

絵コンテとシナリオ
・全１４回の内容と専門系授業全体を展望し、映像における絵コ
ンテやシナリオの重要性について学ぶ。また、前半と後半で制
作する課題についてサンプルを開示する。
・キャラクター設定について学び、創作する。

第2回

【シナリオ】葛藤
・感動や興奮の源泉である葛藤について具体的な映像の事例か
ら学ぶ。
・キャラクター設定の創作を通じ、葛藤の効果について理
解を深める。

第3回

【シナリオ】対立
・サスペンスを生む対立について具体的な映像の事例から学ぶ。
・キャラクターと世界観の創作を通じ、対立の効果について理
解を深める。

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

第4回

【シナリオ】日常
・シナリオを下支えする日常、および三幕構成について具体
的な物語の事例から学ぶ。
・世界観の創作を通じ、日常の効果について理解を深める。

構築した設定を下にあらすじの創作を行う。

4時間

第5回

【シナリオ】構成
・シナリオの基本である３幕構成について具体的な物語の事例か
ら学ぶ。
・あらすじの創作を通じ、３幕構成の効果について理解を深め
る。
・コンピューターを使い、Google classroom などを経由した課
題提出に慣れる。

構築した設定を下にあらすじの創作を行う。

4時間

第6回

【シナリオ】執筆のルール
・シナリオの方法論である細かいルールについてサンプルか
ら学ぶ。
・シナリオの改変作業を通じ、執筆のルールについて理解を深め
る。
・執筆に必要なソフトウェアの使い方などに習熟する。

創作した内容をシナリオに落とし込む。

4時間

第7回

【シナリオ】オリジナルストーリーを練る
・シナリオ課題の評価方法について学ぶ。
・設定からあらすじまでを提出し、教員からのフィードバッ
クを得る。

創作した内容をシナリオに落とし込む。

4時間

第8回

撮影実習（１）絵コンテとカメラワーク

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

・ビデオカメラと三脚の扱いを学ぶ。
・指示されたカットのビデオ撮影を行い、カメラワークにまつわ
る感覚を磨く。
・撮影された素材をコンピューターへ取り込む作業を通じ、動
画データの扱いに習熟する。
・必要に応じ、シナリオ課題の返却とフィードバックを行う。
第9回

撮影実習（２）演出とカメラワーク
・ビデオカメラと三脚、コンピューターによる動画データの扱い
に習熟する。
・指定された演出に沿ったビデオ撮影を行い、演出の感
覚を磨く。
・必要に応じ、シナリオ課題の返却とフィードバックを行う。
・前半をふりかえり、中間学修到達目標を確認する。

第10回

【絵コンテ】作画の基本
・絵コンテの中の数カットを描き、絵画と共通する３分割法や遠
近法を実践しつつ、絵（写真）やポスターなどのデザインと、動
画を前提とする絵コンテの主な違いを理解する。
・絵コンテを描くためのソフトウェアの使い方について習熟す
る。

第11回

【絵コンテ】カット割りの知識
・絵コンテの中の数カットを描き、カメラワークや演出の感
覚を磨く。
・絵コンテを描くためのソフトウェアの使い方について習熟す
る。
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第12回

【絵コンテ】ＣＭを企画する
・一般的な絵コンテとＣＭ型の絵コンテの違いについて学ぶ。
・絵コンテを作成するためのソフトウェアの使い方に習熟する。

第13回

【絵コンテ】CM型のコンテを描く
・ＣＭ企画を練り、ＣＭ型の絵コンテを制作する。可能なら複数
案を提示する。
・ソフトウェアを用いた作画に習熟する。

第14回

授業のまとめ
各人のＣＭ企画についてプレゼンテーションを行い、グループ
トークによる振り返りと教員による総評を行い、最終の学修達成
度を確認する。
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授業の内容を復習しつつ、与えられた課
題のバリエーションを考える。

4時間

授業で手掛けたイメージボードを、より精
度の高い表現へブラッシュアップする。

4時間

授業の内容を復習し、休暇を利用した自主制
作を行う。

4時間

4314
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基礎演習１【MD】
市毛史朗、中根友美、はたのさとし
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、マンガ・デジタルアートコースで必要とされる描画の基礎力を習得することを目的とする。
マンガやイラストレーションを制作していく際には、多くの画材や技法を知り、多様なモチーフを描く力が必要とされる。授業内では画材の種
類、使用方法から始まり、人体の描き方、キャラクターデザインの基本、パース、遠近の付け方、風景の描き方といった基本的な技
法を学ぶ。様々なモチーフを様々な技法で描いて基礎力を身につけ、自分に合った技術や画風を発見し、オリジナリティを確立する第一歩とな
ることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

絵を描くために必要な基礎的技術を習
得し、今後の専門的学習に備える。

画材の使用方法を学び、基本的なデッサ
ン力を身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

人体・風景・質感等を描写するための技
術を学習し、マンガやイラストレーショ
ンを専門的に制作する土台となる力を身につ
ける。

様々なモチーフを正しく描くことができる描
写力を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の得意なモチーフ、苦手なモチーフを理
解し、苦手なものは克服できるよう技
術を高める。

2 ．DP5.計画・立案力

課題を正しく理解し、完成までに必要な調
査・研究を計画的に行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題作品は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品点、試験（課題提出）
80％
制作態度

： 課題を正しく理解し、必要な技法を習得したうえで高い完成度の作品を制作することができている
か。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 作品をスケジュール通りに制作し、提出期限を守っているか。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:30～15:00

場所：

南館３階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題1「男女のキャラクターを制作する」
資料を持参し、男女のキャラクターそれぞれ一体をデザインし
て描く。人体の基本的な構造に注意し、正しいバランスを把握す
る。

作品の描き込みを行い完成度を高める。

2時間

第2回

課題1「男女のキャラクターを制作する」-講評会
課題の講評会を行う。どのようなキャラクターを作ったかプレゼ
ンテーションし、人体のフォルムを正しく理解し描写できている
か、独創的なキャラクターデザインができているか、しっかり
と描き込みができているかの評価を受ける。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

2時間

第3回

課題2「キャラクターの３面図を描く」

キャラクターデザインのアイデ
ア出し、描き込み

2時間

課題1で制作したキャラクターを元に、より立体的に考え３面
図を制作する。正面からでは見えない部分も詳細に考え、また人
体の側面・背面も正確に描写することを目指す。初回は課題説
明とアイデア出しを行う。
第4回

課題2「キャラクターの３面図を描く」-デザイン修正、描きこ
み
前回制作したデザイン案をブラッシュアップし、デザインを決
定する。密度のある作品となるよう、細部までしっかり
と描き込みを行う。

講評会に向け、作品の仕上げ

2時間

第5回

課題2「キャラクターの３面図を描く」-講評会

講評会の内容を踏まえ作品の出来栄え
を振り返る

2時間

講評会を行う。プレゼンテーション通して自身の作品評価を受け
るとともに、他の学生がどういったキャラクターをデザイ
ンし、どういった描き方をしているかを鑑賞しあい、互いの技
術やアイデアを学び合う。
第6回

課題3「街を描く」
建物を中心として街の風景を描き、透視図法、パースを学ぶ。遠
近を正しく理解すると共に、様々な資料から建造物のデザイ
ンや世界観を考え、魅力的な絵作りを目指す。

透視図法について復習し、下描きを進める

2時間

第7回

課題3「街を描く」-修正、描き込み
パースの修正を行いながら、描き込みを行う。デッサンの正確さ
を保ちながら細部まで描き込めるよう、中止して制作を進める。

講評会に向け、作品の仕上げ

2時間

第8回

課題3「街を描く」-講評会
講評会を行う。絵を描くうえで特に難しいとされる3点透視図
法をどこまで習得できたかという点とともに、ひとつの風景をい
かにオリジナリティを持ってデザインできたかを振り返る。

講評会の内容を踏まえ、透視図法の復習

2時間

第9回

課題4「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋内）」
自然物を中心とした風景を描き、色彩を用いた空気遠近
法を学ぶ。建物や小物の資料収集を行い、それらにオリジナ
ルのデザイン要素を組み合わせることによって独創的な風
景を作り出すことを目指す。

資料をもとに下描き、色彩設計

2時間

第10回

課題4「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋内）」-修
正、描き込み
画面の構図等を調整しながら描き込みを行う。遠近を表現するこ
とを強く意識しながら彩色を進める。

講評会に向け、作品の仕上げ

2時間

第11回

課題4「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋内）」-講評
会
講評会を行う。色彩を用いて適切な遠近表現、空間表現ができて
いるか、様々な資料をもとに独創的な世界観が描けているか
を振り返り、他の学生の作品を鑑賞する。

講評会を踏まえ、色彩の復習

2時間

第12回

課題5「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋外）」
これまでの課題で学んだ点を活かし、人物と風景を含んだオリジ
ナルイラストレーションを制作する。デッサンが正しくできてい
るか、色彩を効果的に用いることができているかに加え、オリジ
ナリティと完成度を備えた作品制作を目指す。

構想・下描きを進める

2時間

第13回

課題5「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋
外）」-描き込み
画面構成・デッサンに注意しながら制作を進める。

講評会に向け、作品の仕上げ

2時間

第14回

課題5「人物＋風景のカラーイラストレーション(屋外）」-講評
会
講評会を行う。これまでの授業を通して技術を習得できているか
を振り返り、また、現時点でどれだけ自分の作風を確立できてい
るか確認する。他学生の作品を鑑賞することも行い、自身の到達
点を把握する。

前期に学んだ技術の復習

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基礎演習１【GA】
中野邦彦
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

イラストレーターとして、造形家として活動しており、イラストはもちろん造形の分野でも数々のお仕
事に携わらせて頂いております。
アミューズメントパークをはじめ全国各地の博物館の展示物、展示動画、市販されてますフィギュアの原

授業概要
マンガ、アニメ、ゲームイラストの描き手を目指すには、人物を描く事を避けては通れません。
そして、多様なポーズを描かなければならない場面に遭遇します。そこで、人物の構造、解剖学を知った上で人体を「理屈」で描けるよう
に、より単純化し実用的なものにしていきます。
人物を描くための基礎的な練習と観察を重ねることで、人物の描写を洗練されたものにしていくことが出来る様にします。
背景アーテストを目指すにも、観る人の関心を集め空間に説得力を与えるには、人物を描く技術が必須になります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

美術解剖学の知識、人体の構造や理屈を知る
ことでアニメーションに必要な、多様なポー
ズを描けるようになる。

美術解剖学の知識を知りどんなポーズでも無
理なく描けるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

人物を描くことを通し観察力を高める。観
察によりイメージ作りや表現力を高めていき
ます。

解剖学を大幅に単純化して実用的なものにし
ていきます。基礎的な練習の繰り返しで人物
描写を洗練されたものにする。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

課題の意図を理解し考えながら取り組むこと
が出来る。

2 ．DP7.完遂

あきらめずにやり遂げることが出来る。

3 ．DP5.計画・立案力

与えられた画面に描きたいものをどう収める
か、与えられたモチーフをどう盛り込むか
を考える力。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の出席はもちろんのこと、授業各回でのテーマ課題の提出、授業への取り組む姿勢など総合的にみた評価を行います。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（最終課題作品の提出）
50％
授業各回でのテーマ別課題の提出

： 課題の提出はもちろん、集大成としてオリジナル作品としての完成度、制作にあたりコミュニケー
ションを取りながら進行出来たか。
： 各回の講義内容を理解しその内容を踏まえた提出物に仕上がっているか。

20％
授業態度
10％
学修到達度評価
20％

： 授業での時間を有効に疑問に感じるところはコミュニケーションを取りながら進行出来ている
か、取り組む姿勢。
： 人物がしっかり描けるようになり、最終、複数人の設定や背景込で構成した絵が描けるようにな
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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ゼロからはじめる遠近法 （株）パイインターナショナル
スーパー何頭身デッサン
グラフィック社
人体解剖学から学ぶキャラクターデッサンの描き方
誠文堂新光社
スカルプターのための美術解剖学
（株）ボーンデジタル

履修上の注意・備考・メッセージ
毎回の授業の復習や、次回授業の予習はもちろんのこと、普段から授業外でも（学校への登下校や、出掛けた際等）周りを観察したり、映画
鑑や、ネット等でイメージのトレーニングを行う。
最終課題が、オリジナル作品の制作ですので、授業内でアイデア出しから始まると時間内で仕上げることが出来ませんので、あらかじめアイデ
アを練り時間を有効に使うことを推奨します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の開始前か、終わった後に伺います。

場所：

教室か、情報デザイン室にて。

備考・注意事項： 火曜と木曜日の４、５限の授業で学校に来ておりますので情報デザイン研究室出来いて頂ければ、居場所が分かると思います
し、それ以外ではメールで問い合わせ下さい。
ideal-na@leto.eonet.ne.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の解説
私の仕事のスライドを観てもらい、幅広い仕事を通して重要なの
は、基本的な人物描写や、透視図法であることの説明をします。
プリントの配布。

プリントから次回授業の予習

4時間

第2回

理想頭身の作図

課題の制作とこの授業では繰り返すことがマ
スターに繋がります。習ったことを繰り返し
ます。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題の制作と習ったことを繰り返しスキル
アップを目指します。

4時間

課題制作と、そしてオリジナル作品のため
のアイデア構想

4時間

課題制作と、そしてオリジナル作品のため
のアイデア構想

4時間

頭身からバランスを考えた人物を作画していく。プリント参照。
アングルによった遠近描写を学ぶ。
練習課題。
第3回

略図からの組み立て
手早く身体全体のバランスをとるため身体の各部分を簡単な図
形（立体や、円柱など）になぞらえて簡略化して描く。
練習課題。

第4回

骨格、筋肉を意識して
骨格、筋肉を意識した腕の描写、脚の描写。
練習課題・

第5回

手と足を描く
手は仕草や、動作により複雑な表情を見せます。
様々なアングルで自身の手を観察し描く。
足は、骨格や筋肉を意識し、バランスを重視し、足を地に着か
す。
提出する。

第6回

顔を描く（様々なアングルで描く）
人体の構造を意識してあらゆる角度の顔を描く。
男性と女性のそれぞれを描く。
練習課題。

第7回

顔を描く（表情を描き分ける）
顔の表情
喜・怒・哀・楽を描き分ける。
提出する。

第8回

デフォルメ
様々な頭身と体型。
アオリやフカンも考え絵に動きを付ける。
提出する。

第9回

キャラクターの一生を描く
男女で、それぞれ年齢差をつけ表情を描き分けていく。
プリントを元にオリジナルキャラクターを年齢差をつけ描き提
出する。

第10回

同一地平上の複数人
同一地平上の複数人を遠近を付けて表現する。
講義とプリント資料を元にオリジナルで絵描いて提出する。

第11回

様々な動作を描く（歩く、走る）
重心によるバランスを考えながら様々な動作を描く。
講義とプリント資料を参考に描いて提出。
歩く、走る、大きな箱を持ち上げる等。

第12回

様々な動作を描く（スポーツでの動作）。ペン入れをしてイラ
ストとして仕上げる。
サッカー、野球（スイング）剣道やテニスなどのスポーツで
の動きをボールやバット、ラケットといったアイテムととも
に、より臨場感を付けて表現する。
ペン入れをしてイラストとして仕上げ、提出する。

課題制作と、そしてオリジナル作品のため
のアイデア構想

4時間

第13回

様々な動作を描く（スポーツでの一連の動作をコマ割り
で描く）。ペン入れをしてイラストとして仕上げる。
サッカー、野球（スイング）剣道やテニスなどのスポーツで
の動きを一連の動作をコマ割りで表現。（４コマ以上で）
ペン入れをしてイラストとして仕上げ、提出する。
オリジナル作品に向けての構想を練る。

オリジナル作品のアイデアを練る

4時間
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第14回

オリジナル作品の制作
オリジナルでキャラクターを考え、その設定や背景を含め１点モ
ノのイラストとしてカラーで仕上げます。
仕上げは、得意とする技法で仕上げて下さい。仕様画材は自由で
す。
制作にあたり下描きも提出課題といたします。
授業終わりに提出してもらいます。
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ポートフォリオに収録。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基礎演習２【AC/GA/MD/VD/VV/IA/FC】
小沼良次/三浦敦史
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

【小沼 良次】
デジタルハリウッド大学大学院等の講師のほか、Web、映像などジャンルにとらわれず、現役のテクニカル
ディレクター ・デザイナーとして幅広く活躍。

授業概要
インターネットで日常的にWebページに接続し情報を得る現代社会において、Webページの構成要素であるHTML/CSSコーディング記述の修得は必
要不可欠である。本授業では、HTML/CSSコーディング記述の基本を理論と実習形式によりWebページ作成のスキルを修得する。ま
た、PhotoshopとIllustratorの発展的操作も実習形式で修得し、Webページとビットマップ画像についても理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

HTML/CSSコーディング記述でWebページを正
確に作成でき
る。PhotoshopとIllustratorを正しく効率
的に発展的活用ができる。

取り組んだ課題の意図を理解しWebペー
ジを完成できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自身が表現したいWebデザインを工夫して制
作できる。

学んだコーディング技術を組み合わせ
て、Webデザインにオリジナリティを出せ
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

所与の条件のもと、Webサイトの成果物を自
力で作りきることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

サイト企画、要件定義、情報設計を行うこと
ができる。

3 ．DP7.完遂

Webサイトを企画通りに作りきることができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

仲間と協同して学び合える、コーディングス
キルを磨き合えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・その他(以下に概要を記述)
履修期間中にオフィスアワー（Zoomでのオンライン、または教室での対面）を開催します。担当教員が授業内容や課題制作に関する質問対
応をします。予約不要、途中入退室自由です。お気軽に参加下さい。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・その他(以下に概要を記述)
LMS（ラーニングマネジメントシステム）上で随時、質問対応を行います。

成績評価
注意事項等
毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし成績評価を行いません。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となります。
各授業回の課題の初校提出期限を設けています。期限後に初校提出した回は合格しても一律80%掛けの点数にしますので注意して下さい。
単位修得試験を受験しない場合は、成績評価を行わないので注意して下さい。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の制作レポート課題・確認テスト
70％
単位修得試験（制作課題）の完成度

30％

： 各回の授業内容通りのものが制作できているかどうか、理解できているかどうかが評価基準です。
制作レポート課題回の場合は合格5点、不合格0点 ※再提出可
確認テスト回の場合は全問正解で5点。※再受験可
： HTMLファイル作成に必要な記述「5点」
仕様に沿ったデザイン、コーディング「5点」
適切にマークアップ「5点」
適切なタグ選択「5点」
適切な見た目やレイアウト設定「5点」
適切なプロパティ選択「5点」
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし

履修上の注意・備考・メッセージ
・Adobe PhotoshopRとAdobe IllustratorR
AdobeCC 2021バージョンはアップデート直後のため環境や動作が不安定な状況が報告されております。
運営側でも検証・対応を進めておりますが、一部機能変更によりオンデマンド型動画教材と差異が出る可能性があります。
その為、しばらくの間はAdobeCC 2021バージョンへのアップグレードについては控えて頂き、CC2020のまま受講頂くことを推奨しています。
2021バージョンにアップグレードされた場合、下記リンクを参考に以前のバージョンをインストールすることも可能です。
「以前のバージョンの Creative Cloud アプリケーションのインストール」
https://helpx.adobe.com/jp/download-install/using/install-previous-version.html
※AdobeCCのインストール等については、直接アドビ社にお問い合わせ下さい。
・上記ソフトが動作するスペックのPC
※スペックについては、https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/system-requirements.html を参照下さい。
・他学生の成果物を剽窃した、剽窃に協力したと見なされる場合は、剽窃者・剽窃に協力した者の両者に対して厳重な処罰を行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

24時間質問受付可能

場所：

学習管理システム

備考・注意事項： 学習管理システム上で24時間質問受付可能です。
また、履修期間中にオフィスアワー（Zoomでのオンライン、または教室での対面）を開催します。担当教員が授業内容や課題
制作に関する質問対応をします。予約不要、途中入退室自由です。お気軽に参加下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Web概論とWebデザインのためのワークフロー

Web概論とWebデザインのためのワークフローを理解できること
（学習内容の内訳）
①Web概論
②Webデザインのワークフロー
第2回

Web制作のオリエンテーション

Webの基本、HTMLの基本を理解できること
（学習内容の内訳）
①Dreamweaver、Google Chromeでの学習準備
②Webページを表示する仕組み
③Webページを作るファイル
④HTMLの基本構文、必須要素
⑤ブロックレベル要素とインライン要素
⑥属性を詳しくみる
第3回

HTMLを記述する

HTMLを記述する際の注意、リンク構造、要素（テキストコンテン
ツ、コンテンツセクショニング）を理解できること
（学習の内訳）
①HTMLを記述する際の注意
②実体参照
③HTMLのコメント
④aアンカー
⑤相対パスと絶対パス
⑥全ての要素を確認する
⑦p段落
⑧ul順序なしリスト、ol順序つきリスト、dl説明リスト
⑨divコンテンツ分割、hr主題分割
⑩blockquoteブロック引用
⑪figure図表、自己完結コンテンツ
⑫pre整形済テキスト
⑬h1_h6見出し
⑭header_main_footer
⑮article記事など、自己完結コンテンツ
⑯section（セクション）、nav（目次）、address（連絡先）
⑰aside間接的な関係の文章
第4回

画像とマルチメディアに関する要素/テーブルに関する要
素/フォームに関する要素
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・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で確認テス
トおよび復習に取り組むこと。・確認テス
トを課します。全問正解で合格とします。再
受験可能です。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第2回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第3回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第4回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

4316
要素（画像とマルチメディア、テーブル、フォーム）を理解でき
ること
（学習内容の内訳）
①img（画像）、audio（音声）、video（ビデオ）
②map（クリック可能な領域指定）
③table（テーブル、行列の結合、その他の要素）
④form（フォーム）
⑤1行のテキスト（emailアドレス、パスワード）
⑥複数行のテキスト、セレクトボックス、ラジオボタン、チェッ
クボタン
第5回

その他覚えておきたい要素（SEO対策、地図・動
画の読み込み、コンテンツモデル）

その他覚えておきたい要素として「SEO対策」「地図・動
画の読み込み」「コンテンツモデル」について理解できること
（学習内容の内訳）
①br改行
②span行内汎用コンテナ
③small注釈
④strong_em重要性、強調
⑤del_ins編集範囲の特定
⑥iframeインラインフレーム
⑦設定されているメタデータの概要
⑧viewportスマートフォン対応
⑨IE互換モード
⑩タッチアイコン、ファビコン、自動リンクの設定
⑪SEO対策概要、SEO対策の設定、SNS対応、OGPの設定
⑫Twitter専用の設定
⑬Youtube、GoogleMapの読み込み
⑭コンテンツモデルについて
第6回

CSSの基本（セレクターの種類、擬似クラス、擬似要素、セレク
ターの組み合わせ）

CSSの基本として「セレクターの種類」「擬似クラス、擬似要
素」「セレクターの組み合わせ」を理解できること
（学習内容の内訳）
①CSSの基本
②セレクターの種類
③擬似クラス、擬似要素
④セレクターの組み合わせ
第7回

CSSを記述する際の注意1（文字・行に関するプロパティ、ト
ピックス、背景に関するプロパティ）

CSSを記述する際の注意として「文字・行に関するプロパティ」
「トピックス」「背景に関するプロパティ」を理解できること
（学習内容の内訳）
①CSSを記述する際の注意
②文字・行に関するプロパティ
③CSSの色・長さの指定
④背景に関するプロパティ
第8回

CSSを記述する際の注意2（ボックスに関するプロパティ、表
示・配置に関するプロパティ、アニメーションに関するプロパ
ティ、レイアウト、＠規則について）

CSSを記述する際の注意として「ボックスに関するプロパティ」
「表示・配置に関するプロパティ」「アニメーションに関するプ
ロパティ」「レイアウト」「'＠規則について」を理解できるこ
と
（学習内容の内訳）
①ボックスに関するプロパティ
②表示・配置に関するプロパティ
③アニメーションに関するプロパティ
④レイアウト
⑤'＠規則について
第9回

Webデザインで使う色の基本原則
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・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第5回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第6回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第7回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第8回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で確認テス
トおよび復習に取り組むこと。・確認テス
トを課します。全問正解で合格とします。再
受験可能です。

5時間

4316
Webデザインで使う色の基本原則を理解できること
（学習内容の内訳）
①Webデザインのデータ作成時に気をつけること
②Webデザインの基本的な配色
③理論から考える配色
④印象から考える配色
⑤機能から考える配色
⑥配色ジェネレーターやブラウザアドオン
第10回

Web制作の準備とHTMLの基本

Webサイトを制作するための準備を整え、HTMLの基本を理解でき
ること
（学習内容の内訳）
①Webページを表示するしくみを確認する
②Webページをつくるファイルを確認する
③Web サイト制作のトレンドを確認する
④ブラウザを確認する
⑤テキストエディタを確認する
⑥拡張子を表示する（mac）/（Windows）
⑦HTML の基本的な書式と階層構造を確認する
⑧HTML を記述するさいの注意点とHTML のコメント/コメントア
ウト
⑨相対パスと絶対パスについて理解する
第11回

Webページの雛形、HTMLでトップページをマークアップする

Webページの雛形を作成とHTMLでトップページをマークアップで
きること
（学習の内訳）
①サイトのファイルをまとめよう
②最初のWebページ、index.htmlをつくる
③すべてのWebページで必要になる要素/スマートフォンでの見
栄えを確認する
④Dreamweaverの設定を調整する
⑤Webページの文章を要素で整理する
⑥見出しをつくる、文章を区切る
⑦ヘッダー、トップセクション、メニューセクション、アクセス
セクション、ニュースセクションをつくる
第12回

HTMLでトップページをマークアップする、CSSの基本を学びなが
ら記述のための準備をする

HTMLでトップページをマークアップすることができる
CSSの基本を学んで記述準備が整うこと
（学習内容の内訳）
①フッターをつくる
②ページ内リンクを貼る
③CSSの役割と基本的な書式を確認する
④クラスを使ったデザイン指定方法と命名規則（BEM）につい
て知る
⑤ボックス、ボックスモデル、ボックスサイジングについて理
解する
⑥リセットCSSと作成したCSSファイルを読み込む
⑦共通のCSSをサイト全体に指定する
第13回

HTMLでトップページをマークアップする

ヘッダー/トップセクション/メニューセクション/アクセスセク
ション/ニュースセクションを装飾できること
（学習内容の内訳）
①ヘッダーのデザインの観察とtop.cssの作成
②ヘッダーの高さと、背景、見出し位置を指定する
③トップデザインの観察と背景画像の表示方法の指定
④見出しとメッセージの位置を細かく指定する
⑤メニューデザインの観察とセクション/見出しの余白を整える
⑥リストの作り方と要素の整え方
⑦画像、タイトル/説明、行内の要素を整える
⑧アクセスデザインの観察とセクション/見出しの余白を整える
⑨住所情報とマップの装飾をする
⑩ニュースデザインの観察とリストスタイルを整える
⑪擬似要素をつかってみよう・要素を横並びにする
第14回

HTMLでトップページをマークアップする
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・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で確認テス
トおよび復習に取り組むこと。・確認テス
トを課します。全問正解で合格とします。再
受験可能です。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第11回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第12回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第13回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したHTML5、CSS3に関連した専
門用語やWebデザインの知識を理解しておくこ
と。

5時間

4316
Webサイトを完成できること
（学習内容の内訳）
①サイトマップを装飾する
②SNSリンクとコピーライトの装飾
③レスポンシブ対応のしくみを知る、ヘッダーを調節する
④ナビゲーションを表示する
⑤全体のレイアウトの調整と背景画像の表示方法の指定
⑥見出しとメッセージ位置の指定とリード文の調整
⑦変化する画面幅への対応とリスト/全体のレイアウト変更方法
⑧セクションの余白と見出しの装飾を整える
⑨PCサイトの場合だけ改行を加える方法と住所情報とマップのレ
イアウトの整え方
⑩ニュースセクションのレイアウトを整える
⑪フッターの全体のレイアウトを整える
⑫サイトマップの装飾と細かなレイアウトの調整
⑬ファビコン-タッチアイコンとSEO/SNS対応（OGP）
⑭W3C HTMLバリデータの紹介と言語設定
⑮完成品の確認とHTMLコーディング
⑯表示を切り替えるクラス none を作る
⑰ハンバーガーボタンを作る
⑱ナビゲーションを閉じるボタンを作る
⑲ナビゲーションの表示エリアを作る
⑳ナビゲーションを出し入れできるようにする
？仕上げ
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331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究１【AC】【GA】【VV】
辰巳清
1年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

株式会社アミューズにてコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など5000以上の公演を演出・プロデュー
ス。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っ
ている。

授業概要
人工知能をはじめとする各種テクノロジーの発達に伴い、人間が持つ「芸術力」の重要性はかつてない程に高まっています。この授業で
は、短時間のワークとプレゼンテーションを繰り返し行うことで、社会で求められる芸術力の要素である①発案力、②目利き力、③協働
力を養います。それら3つの能力をバランスよく高めることで、様々な社会活動に応用できるセルフプロデュース能力を体系的に修得すること
を目的とします。特にエンタテインメント業界でプロデューサーとして生きていくことを視野に入れた学修を進めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

課題解決のために様々な情報を調査、分
析、分類して配合できる

制限時間内に数多く発案できる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自分の嗜好、志向、思考を分析して言語化で
きる

他人の能力を目利きできる

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークの中でのメンバーとの協
働や、充分なコミュニケーションのもと活
動を円滑に進捗させることができる

2 ．DP5.計画・立案力

10年後の自分の姿を具体的に描き、それを実
現する方法を説明できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
： 提案内容が相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。また、発表におけ
る各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 専門研究授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提
出し、それを評価する。
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
①手塚治虫『火の鳥 鳳凰編』朝日新聞出版ほか
②リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット『LIFE SHIFT―100年時代の人生戦略』東洋経済新報社 2016年
③リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット/松枝尚嗣/室井博文『まんがでわかる LIFE SHIFT』東洋経済新報社
④ジェームス・W・ヤング『アイデアの作り方』CCCメディアハウス 1988年
⑤宮津大輔『今すぐスタート！「好き」から作る 定年後の稼ぎ力』日経BP 2019年
⑥中野信子『自己肯定感が高まる脳の使い方』プレジデント社 2020年
⑦落合陽一『落合陽一 34歳、「老い」と向き合う:超高齢社会における新しい成長』中央法規出版 2021年
⑧長谷川祐子『「なぜ？」から始める現代アート』NHK出版新書 2011年
⑨Robert Edgar“The Arena Concert: Music, Media and Mass Entertainment”New York City, Bloomsbury 2016

2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上（５時間）の授業外学修が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で相談・質問を行う場合、事前に電子メール等で連絡してください（メールアドレスも初回授業でお示ししま
す）。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

エンタテインメント業界を概観する
この授業での学びと養われる力を把握する
・芸術芸能のプロになるのは難しいのか
・緊張しない秘訣

参考図書を2冊以上、精読して授業内容や教
員への質問を考えてくる

5時間

第2回

発案力を養う①発案力を伸ばす
・発案力を伸ばすために
グループワーク「映画作品の企画」

劇場で映画を2作品以上見てくる

5時間

第3回

発案力を養う②多様な視点で考える

参考図書①を読んでくる。アニメや小説では
なく必ずマンガを読むこと

5時間

親しい人に向けた手紙を10通以上、書いてく
る

5時間

過去に行ったイベントのレビューを2つ以上
書いてくる

5時間

授業内で指示する「美術館・博物館で自
分を知る」を実行してくる

5時間

授業内で指示する「自分感動史」と「1週
間の動画視聴日記」を作成してくる

5時間

・多様な視点で考える
グループワーク「集団創作」
第4回

発案力を養う③傾聴力を身につける
・傾聴力を身につける
グループワーク「手紙を書く会」

第5回

目利き力を養う①レビューする習慣をつける
・レビューする習慣をつける
・先行研究の調べ方
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第6回

目利き力を養う②自分の「好き」を知る
・自分の「好き」＝志向・嗜好・思考を知る
・演出の設計＝構成(美術展を題材に)
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第7回

目利き力を養う③自分の志向・嗜好・思考を知る
・ビジネスに役立つアート思考
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第8回

プロデューサーの役割①イベントの企画
・イベントの企画
グループワーク「自分の葬式を企画する」

葬送儀礼に関して調査してくる

5時間

第9回

プロデューサーの役割②演出の設計

好きなアーティストについて「こんなコン
サートがあればよい」というアイデアをまと
めてくる

5時間

自分が感動したコンサートについて考察して
くる

5時間

・演出の設計＝構成
グループワーク「セットリスト作成」
第10回

プロデューサーの役割③大規模コンサートの歴史
・大規模コンサートの歴史と演出技術の進歩
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第11回

セルフプロデュース①自己分析
・自分を漢字一文字で表す
・社会での自分の属性を書き出す
グループワーク「個人ワークの相互評価」

自分の将来の夢を書いてくる

5時間

第12回

セルフプロデュース②他己分析
・自分の弱みと強みをSWOT分析する
・自分株式会社の中長期計画を策定する
グループワーク「個人ワークの相互評価」

自分の人脈マップを描いてくる

5時間

第13回

プレゼンテーション

発表資料を作成し、5回以上、発表の練習をし
てくる

5時間

授業全体を振り返り、学修した様々な知識に
ついて復習し、感想を含めたレポートを書い
てくる

4時間

授業内で指示する課題について発表する
第14回

学修到達目標調査
最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究１【MD】
野口周三
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、イラストレーション、デザイ
ンなども担当。また、映画・ドラマ・アニメなどの脚本（シナリオ）、企画・プロデュースなどでの作品制
作も担当している。（全１４回）

授業概要
【造形とデザイン】
幅広いコンテンツ分野の知識と概要を包括的に学び、企画・制作から提案、プレゼンテーションまでの一貫した発想、思想を身に付ける。
また、ビジュアルデザイン、キャラクターデザインからアニメーション、マンガ、広告、イラストに至るまで、エンタテインメント分野におけ
る、クリエイターとして必要な基本的なモノの捉え方、考え方、表現法、発想法を重点的に学び、自作品に活かす。さらに授業では現役で活
躍されている様々なゲストを迎え、発想方法を聞く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

幅広いコンテンツ分野の知識と概要を包括
的に学ぶ

クリエイターとして必要な基本的なモ
ノの捉え方、発想法を重点的に学び、自作
品に活かす。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分の作品には何が足りないのかを授業
内で見つけ、自作品に活かし発表する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。以上を総合し
て評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題（レポート提出）
50％
授業内課題
20％
受講状況
20％
平常点

： 授業ごとに出す課題(レポート)について、作品分析課題の目的を正しく理解して取り組み作成でき
ているかを評価。レポートは最大1600字の中で、論理的構成力（10点）、分析力（10点）合
計20点を評価の対象とする。
： 授業中に行う課題などの発表や質問、プレゼンテーションなど、聞き手の反応を想像した準備と発
表ができているかを評価する。
： 各回授業への積極的参加（発表や質問等は加点）や授業態度（受講マナーや私語、携帯電話等の授
業の妨げになる場合は減点）を総合的に評価する。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テキスト：適宜授業内でプリント配布
参考文献：適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

毎週木曜14時30分～16時

場所：

南館３F研究室

備考・注意事項： 野口に関しては、アポイントが必要なため、メールアドレスを記載します：noguchi-s@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デザイン、エンタテインメント分野における表現方法
デザインのミッションとは何か。
授業内課題として「単純線への付加における劇的効果」を行う

課題について理解できたかを復習

4時間

第2回

デザイン、エンタテインメント分野における表現方法と技術
デザイン、エンタテインメント分野における表現方法と技術を紹
介。
前回授業の課題「単純線への付加における劇的効果」について発
表と振り返り

課題発表について理解できたかを復習

4時間

第3回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるトップクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

4時間

第4回

発想脳をつくる/ルールは破られるためにある
授業内課題を行い、ルールに縛られない、新しい発想を考えてみ
る

授業内課題を掘り下げて考える

4時間

第5回

発想脳をつくる/つくり方を知る
パターン分析を通じて、作品制作の作り方を学ぶ

パターン分析を自分でも考える

4時間

第6回

発想脳をつくる/パターン分析
様々なパターン分析を通じて、作品制作の作り方を学ぶ。
授業内課題「自分でパターン分析してみたい事柄」を選定。最終
授業にて提出すること

パターン分析課題を掘り下げて考える

4時間

第7回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

4時間

第8回

マーケティングと発想
マーケティングを通じて、発想の仕方を学ぶ

マーケティングとは何かを自分でも調べる

4時間

第9回

中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
学修到達状況を確認し、学生へフィードバックを行う

発想メソッドを自作品にも活用する

4時間

第10回

発想メソッドとモノ作りの技術
発想メソッドの技術を通じて、モノ作りの技術を学ぶ

発想メソッドの技術を自作品にも活用する

4時間

第11回

プレゼンテーションの技術
プレゼンテーションメソッドを通じて、プレゼンテーションの仕
方を学ぶ。
授業内にて参考VTRを観覧する

参考VTRのポイントを復習し理解する

4時間

第12回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

4時間

第13回

発想と人脈/大学時代に培うネットワーク
大学時代に培うべきネットワークに関して学ぶ

ネットワークに関する授業内容を復習する

4時間

第14回

デザインのミッションとは何か/まとめ
最終ルーブリックの実施、振り返りシートを作成し学生へ
のフィードバックを行う
期末試験として評価する

授業内で提示された課題を提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究１【IA】
西山雅子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義・集中

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

美術雑誌、児童書の出版社の編集部にて、絵本の制作に携わる。
絵本と芸術書のブックレーベル「月とコンパス」主宰。

授業概要
時代とともに成熟し多様化する絵本のさまざまな特徴や機能、作品の背景を、2日間で4～5コマ×3回の集中講義で300冊ほどの絵本を実際に手に
とり学びます。講義では、表現の可能性を拓いた絵本史に残る国内外の名作や近年の話題作の紹介のほか、講師が編集した絵本や進行中の企
画から「絵本制作の現場」を伝えます。読者・作者・編集者、それぞれの視点から絵本を読み解き、「絵（イメージ）」と「文（ことば）」に
よる豊かな協奏によってなされる絵本表現を柔軟な発想で読み解くことで、それぞれの創作活動に活かすことを目指します。
（全14回）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

絵本のジャンル、表現法の変遷、名作・話題
作について

表現メディアとして絵本のもつ力や役割を理
解し、作品を読み解くことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

絵本制作や出版の現在について

実際の絵本制作プロセス、出版動向を知るこ
とで、自らの創作活動に活かすことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

課題や発表を通して、自分の考えや思い
を伝えることができる。

2 ．DP4.課題発見

絵本の表現法や文化に広く関心を持ち、柔
軟な発想で読み解くことで、自らの創作活
動に活かすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

全３回ごとの小レポート
30％
小絵本の制作と発表
20％
期末レポートと発表（「おすすめ絵
本５冊」）
50％

： １）講義内容を踏まえた考察が論理的な文で書かれているか、２）独自の見解が含まれている
か、３）意欲的に取り組んでいるか、を総合的に評価
： １）課題の内容を的確に理解し、体裁等に誤りがないか ２）意欲的に取り組んでいるか ３）作
品の独自性 ４）持ち時間を守り、説得力のあるプレゼンテーションができたか、の４点から総合
的に評価
： １）わかりやい文で内容が紹介されているか
３）おすすめする理由について独自の見解が示さ
れているか ３）持ち時間を守り、説得力のあるプレゼンテーションができたか、の３点から総合
的に評価

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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4322
・『センダックの世界』セルマ・G・レインズ(原著）渡辺 茂男 (訳)岩波書店 ／『センダックの絵本論』モーリス センダック(著)脇 明
子(訳),島多代(訳)岩波書店／『センダックを「読む」 児童文学世界 ('91 夏号)』関口 安義（中教出版）・『絵本論子どもの本評論集』瀬田
貞二 (著) 福音館書店『アメリカの絵本 ―黄金期を築いた作家たち―吉田 新一 (著)朝倉書店 ／『イギリスの絵本』 (上) （下）吉田 新一
(著)朝倉書店／『伝説の編集者ノードストロムの手紙??アメリカ児童書の舞台裏レナード.S.マーカス (著), 児島 なおみ (訳) 偕成社 ／『絵
本の冒険 「絵」と「ことば」で楽しむ』小野明 (編)フィルムアート社 ／『絵本づくりトレーニング』長谷川集平(著)筑摩書店／『絵本の視覚
表現そのひろがりとはたらき』中川素子, 今井良朗, 笹本純(著)日本エディタースクール出版部／『ファンタジア』『デザインとヴィジュア
ル・コミュニケーション』2006ブルーノ ムナーリ著／萱野有美 訳（みすず書房）／
日本の絵本 100年100人100冊』広松由希子著（玉川大学出版部）および、その収録作

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
※感想レポート等での講義内容への希望ほかにより、シラバスの内容を一部変更することがあります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問をしたい場合は、メールにて受け付けます。
メールには必ず氏名と所属と学生番号を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

私の一冊

プレゼンテーション（１日目）

子どもの頃に読んで印象に残っている絵本やお気に入りの絵本を
ひとり１冊ずつ持参し、その魅力を発表する。
ほか、この講義の概要を説明。
第2回

絵本の多様性（１日目）
ロングセラーから近年の注目作まで100冊を20のジャン
ルに分け、絵本を実際に手をとり考察する。

第3回

欧米の絵本史１（１日目）
17世紀に出版された初めての絵入り教科書「世界図絵」、19世紀
末ヨーロッパで確立した古典絵本の主要作家ランドルフ・コール
デコット、ウォルター・クレイン、ケイト・グリーナウェイな
ど、近代絵本の誕生と視覚表現の変遷をたどる。

第4回

欧米の絵本史２（２日目）
1920年代以降、舞台をアメリカに移し、黄金期を迎える絵本。ワ
ンダ・ガーク、バージニア・リーバートン等の作品にみる空間表
現、レオ・レオニ、ブルーノ・ムナーリなどグラフィックデザイ
ナーの参入による「ビジュアル・コミュニケーショ
ン」の考え方など、写真や映画、印刷技術の発展を背景に新た
に現れた絵本の視覚表現の変遷をたどる。

第5回

ワークショップ

小さな絵本をつくろう（２日目）

長谷川集平「おべんとう絵本」ワークショップを通じて、絵
本の「絵」と「ことば」「展開」など、
絵本のビジュアル・コミュニケーションについて基本的な理
解を深める。
また、本の各部の名称やサイズ、用紙、綴じ方の種類など、製
品としての基本構造をあわせて知る。
第6回

絵本の絵を読む

（３日目）

モーリス・センダック 『かいじゅうたちの いるとこ
ろ』が、20世紀絵本の最高傑作と言われるのはなぜか。
絵にこめられた子どもの内面のドラマを読み解く。現代、日本人
作家の作品との比較し、考察する。
第7回

小さな絵本

プレゼンテーション（３日目）

「おべんとう絵本」ワークショップで制作した小絵本を発
表。同じ条件から、どのような展開のバリエーションが生まれる
か、自他の作品を比較しながら理解を深める。
第8回

表現法としての絵本（３日目）
絵本の表現メディアとしての特徴は何か、絵巻にさかのぼる日
本の絵本のルーツを遡り、漫画やアニメーションなど他のメディ
アとも比較しながら考察する。

第9回

科学絵本の未来（4日目）
1920年代幼児向け科学絵本誕生のきっかけとなった観察絵本「キ
ンダーブック」の登場、1950年代創刊した『かがくのとも』、日
本の科学絵本の礎を築いた、かこさとし。かこさとしチルドレ
ンともいえる、ヨシタケシンンスケの登場。戦前から現在ま
で続く日本の科学絵本の歩みから、未来を予測する。

第10回

しかけ絵本

（4日目）

227

講義当日持参するための絵本を準備す
る。子どもの頃に読んで印象に残っている絵
本（覚えてなければ、書店や図書
館で気に入った絵本でもよい）。最終考察レ
ポートの作成にそなえ絵本をリサーチし、考
察を深める。

4時間

最終考察レポートの作成にそなえ絵本をリ
サーチし、考察を深める。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートの作
成にそなえ絵本をリサーチし、考察を深め
る。

4時間

最終考察レポートの作成にそなえ絵本をリ
サーチし、考察を深める。

4時間

最終考察レポートの作成にそなえ絵本をリ
サーチし、考察を深める。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートの作
成にそなえ絵本のリサーチし、執筆準備をす
すめる。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートの作
成にそなえ絵本のリサーチし、執筆準備をす
すめる。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートの作
成にそなえ絵本のリサーチし、執筆準備をす
すめる。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートを作
成、プレゼンテーションの準備をする。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートを作
成、プレゼンテーションの準備をする。

4時間

4322
中世の天文書にルーツをもつしかけ絵本。19世紀ドイツに登場し
たしかけ絵本の父、ロタール・メッゲンドルファーの絵本や20世
紀末に登場したロバート・サブタの絵本などペーパーエンジニ
アの技巧を凝らした作品、グラフィック・デザイナーによるシン
プルな視覚効果を極める作品、また012歳を対象にした日
本の赤ちゃん絵本等とりあげ、しかけ絵本の可能性を考える。
第11回

日本の絵本１（５日目）
大正から平成にいたる日本の絵本で、創意工夫や進取の姿勢にお
いて、歴史的価値を認めた作品を取り上げ、読み解く。『日
本の絵本100年100人100冊』（広松由希子著 玉川大学出版
部）に収録作品を中心に
で大学図書館にあるものを集め、実際に手に取り考察を深める。

第12回

日本の絵本２（５日目）
大正から平成にいたる日本の絵本で、創意工夫や進取の姿勢にお
いて、歴史的価値を認めた作品を取り上げ、読み解く。『日
本の絵本100年100人100冊』（広松由希子著 玉川大学出版
部）に収録作品を中心に
で大学図書館にあるものを集め、実際に手に取り考察を深める。

講義内容を参考に、最終考察レポートを作
成、プレゼンテーションの準備をする。

4時間

講義内容を参考に、最終考察レポートを作
成、プレゼンテーションの準備をする。

4時間

第13回

絵本制作の舞台裏（６日目）
講師が最近編集を手掛けた絵本やアートブックをとりあげ、作
家やデザイナーによる実際の絵コンテやラフスケッチ、装丁案な
どを見ながら、具体的な制作プロセスについて解説。出版企画立
案の実際を知る。
講師が最近、注目している絵本作家や作品の紹介も。

最終課題のプレゼンテーションの準備

4時間

第14回

私の一冊 プレゼンテーション（６日目）
最終提出課題「おすすめ絵本５冊」について、あらかじめレポー
トにまとめた内容から１冊を選び、その魅力をプレゼンテーショ
ンする。

授業の振り返り

4時間

第15回

まとめ
これまでのまとめをポートフォリオにまとめる

ポートフォリオ完成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究１【VD】
古島佑起
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

主宰する「クリエイティブ相談所 ことばとデザイン」にて10年以上に渡り、コピーライティング・アート
ディレクションを経験。「ことば」と「デザイン」に関する全ての領域を職域とし、さまざまな規模・業
種のブランディング、広告制作、商品開発、イベント実施などを行う。（全14回）

授業概要
本講義の目的は、「課題解決思考とコンセプトメイキング能力」の育成です。
クリエイターには造形・表現力が不可欠ですが、職業として社会でデザインをする場合、制作は手段であり、課題解決を目的として行われるこ
とが一般的です。社会においてデザイン活動を行うために必要な思考法として「課題解決思考」と「コンセプトメイキング」の二つに焦
点を当て、各授業テーマに基づく各論と社会におけるクリエイティブ実例の解説から、それら思考法の習得を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

課題解決思考の習得

課題解決のために必要な思考法を習得でき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

コンセプト立案法の習得

課題に対し、魅力的かつ最適な形で解決
策を表現するための「コンセプト立案」を習
得できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

取り組む内容の問題点を分析し、解決のため
の方向性を定めることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決のために定めた方向性に基づき、そ
れらを具体的な計画に落とし込むことができ
る。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づいた課題解決を実行することがで
きる。

4 ．DP10.忠恕の心

他者の抱える課題を解決するにあたり、相
手の立場に立った誠実なコミュニケーショ
ンの重要性を知ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート評価（課題解決思考）
30％
レポート評価（コンセプト立案）
40％
レポート評価（アウトプット展開）
30％

： 課題解決に関するレポートから課題解決思考の習得度合いを3段階で評価します。
（30点、20点、10点）
： コンセプト立案に関するレポートからコンセプトメイキングの習得度合いを3段階で評価します。
（40点、25点、15点）
： 課題解決からコンセプト立案をし、それらを一貫したアウトプットに展開するレポートからアウト
プット展開の理解度合いを3段階で評価します。（30点、20点、10点）

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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4323
【書籍】 デザインノートNo.1 発行所：株式会社誠文堂新光社 ／ デザインのデザイン 発行所：株式会社岩波書店 ／ 言語化力 言葉に
できれば人生は変わる 発行所：SBクリエイティブ株式会社 ／ USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入
門 発行所：株式会社KADOKAWA ／ 売上を、減らそう。 たどりついたのは業績至上主義からの解放 発行所：株式会社ライツ社 ／ 【ウェブ動
画】 TED 優れたリーダーはどうやって行動を促すか サイモン・シネッ
ク https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/transcript?language=ja

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2限

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 木曜の出勤日は終了直後、教室にて質問を受付けます。出勤日以外はEメールにて受付けま
す。yf@kotobatodesign.com（Eメールの件名は「造形芸術専門研究１」とし、氏名・学籍番号を必ず記載すること）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

造形芸術専門研究１概論
全14回の講義全体のテーマである、デザインにおける課題解決と
は何かの基本的な概略の講義を行います。
授業前半では、基本的な考え方を。
授業後半では、課題解決思考で制作したデザインの実例解説によ
り分かりやすく伝えます。

第2回

課題解決思考概論
課題を解決する思考とはどんなものなのかについて定義し、そ
の考え方のプロセスについて講義します。
授業前半では、基本的な考え方を。
授業後半では、課題解決思考に特化したデザインの実例解説によ
り分かりやすく伝えます。

第3回

目的設定論
課題を把握する次のステップとして、プロジェクトにおける最
終ゴールとなる目的の設定について講義します。
授業前半では、基本的な考え方を。
授業後半では、目的設定に特化したデザインや事業の実例解説に
より分かりやすく伝えます。

第4回

ターゲット論
目的を設定し、それを達成するためのターゲットの設定につい
て講義します。
授業前半では、基本的な考え方を。
授業後半では、ターゲット設定に特化したデザインや事業の実例
解説により分かりやすく伝えます。

第5回

コンセプト思考論
ターゲットを設定後、クリエイティブのキーとなるコンセプ
トの考え方について講義します。
授業前半では、基本的な考え方を。
授業後半では、様々な企業・ブランド・サービスのコンセプ
トの実例解説により分かりやすく伝えます。

第6回

ブランド論
コンセプトを考える際に重要なブランドについての考え方と他
者と差別化をするための強みの伝達について講義します。
授業前半では、ブランドや強みについての基本的な考え方を。
授業後半では、サイモンシネック氏のゴールデンサーク
ルを軸に強みの伝達のメカニズムについて解説します。

第7回

戦略構築論1

クリエイティブ戦略

目的実現のためのクリエイティブ戦略の構築について講義しま
す。
様々な戦略実例を交えながら、クリエイティブにおける戦略を解
説します。
第8回

戦略構築論2

戦略思考

目的実現のためのクリエイティブ戦略の構築についての2回
目の講義です。
第7回の講義内容の理解度を測るワークを行い、戦略思考につい
ての理解を深めます。
第9回

ビジュアル変換論
クリエイティブ戦略をビジュアルに変換する方法につい
て、様々な実例を交えながら解説します。

第10回

レイアウト考察1

意図と版面設計（グリットシステム）

1～9回講義についての理解度を検証するため、展覧会のDMの情報
面についてのレイアウトを分析し、研究します。情報伝達のため
の構成、グリットシステムによるレイアウト、カラーモー
ド、フォント、文字組み、画像リンクなどの実践的なレベルで
の研究を行います。
「レイアウト考察1」では、内容の伝達意図に応じてレイアウ
トは影響を受けるとことを知り、意図に応じた版面の設計とグ
リッドシステムによるレイアウトを学びます。
第11回

レイアウト考察2

文字
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講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

講義に関する気づきや感想をA4の規定フォー
マットにまとめてください。

4時間

課題となる展覧会DMについて分析し、そ
の気づきについてA4の規定フォーマットにま
とめてください。

4時間

課題となる展覧会DMについて分析し、そ
の気づきについてA4の規定フォーマットにま
とめてください。

4時間

4323
1～9回講義についての理解度を検証するため、展覧会のDMの情報
面についてのレイアウトを分析し、研究します。情報伝達のため
の構成、グリットシステムによるレイアウト、カラーモー
ド、フォント、文字組み、画像リンクなどの実践的なレベルで
の研究を行います。
「レイアウト考察2」では、フォントの選び方やタイトル・見
出し・本文・キャプションなどの用途によってどのように文
字や級数をコントロールするかについて学びます。
第12回

レイアウト考察3

文字組み

1～9回講義についての理解度を検証するため、展覧会のDMの情報
面についてのレイアウトを分析し、研究します。情報伝達のため
の構成、グリットシステムによるレイアウト、カラーモー
ド、フォント、文字組み、画像リンクなどの実践的なレベルで
の研究を行います。
「レイアウト考察3」では、文字を組むことについて学びます。
カーニングやトラッキング、ベースラインの調整などプロとし
て必要な文字を組むお作法を解説します。
第13回

レイアウト考察4

画像について

1～9回講義についての理解度を検証するため、展覧会のDMの情報
面についてのレイアウトを分析し、研究します。情報伝達のため
の構成、グリットシステムによるレイアウト、カラーモー
ド、フォント、文字組み、画像リンクなどの実践的なレベルで
の研究を行います。
「レイアウト考察4」では、グラフィックに使用する画像の処理
方法について学びます。
RGBやCMYKのカラーモードを合わせたり、画像の保存形式などに
ついて解説します。
第14回

授業総括
全14回の授業についてまとめ総括します。
レポートの傾向と対策について説明します。
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課題となる展覧会DMについて分析し、そ
の気づきについてA4の規定フォーマットにま
とめてください。

4時間

課題となる展覧会DMについて分析し、そ
の気づきについてA4の規定フォーマットにま
とめてください。

4時間

授業の内容についての総評をレポートを作
成してください。

4時間

4324
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【IA】
谷口純弘
IAコース・2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

FM802若手アーティスト発掘プロジェクト「digmeout」プロデューサーとして、30年間、企業プロモーショ
ン、アートブックの発行、国内・海外での展覧会などを手ける。2015年よりアートフェア「UNKNOWN
ASIA」を企画・主催。2021年、FM802から独立。アートプロジェクト「chignitta（チグニッタ）」をスター

授業概要
自らが「アーティスト」として表現活動をする人もいれば、「アーティスト」や「アート」を使って社会活動に参加するという職業選択もあり
ます。ギャラリーを経営する人、エージェント、アートディレクター、イベントプロデューサーなど、その職種もさまざまです。この講座で
は、FM802のプロデューサーとして自身が20年以上若手アーティストの発掘、育成に関わってきた経験に基づき、様々なプロジェクト事例を紹
介。「アート」を「仕事」にするということについて、受講生自身が自分の将来を具体的にイメージできる授業を目指します。「アー
ト」を「仕事」にするためには、自らがアートの現場に身を投じることが必要です。FM802の主催イベントをはじめ、たくさんのアートの現
場を体験して、そこで感じたこと、思いついたアイデアを形にできるよう指導します。発信力も大切です。自分の意見や考えをたくさん
の人に伝えるために、SNSも活用します。また。気になる「アートとお金」についても具体的、実践的な講義を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アートと仕事の周辺について学ぶ

たくさんの事例を見て自分の感想や考えをま
とめる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートと社会の結びつきを学ぶ

自己実現のために自分が何をすれば良いの
か考える

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

数多く出される毎週の課題の中から、自
分とアートがどう関われるのかを探す

2 ．DP5.計画・立案力

課題を通じて自分が感じたこと、伝えたいこ
とを的確に表現できる力をつける

3 ．DP6.行動・実践

アイデアを具現化するための行動力をつける

4 ．DP7.完遂

締め切りに間に合わせて課題をやり遂げる精
神力をつける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
クラスのグループSNSを使って、都度課題を提出してもらいます。課題に対してコメントを残すほかその課題について発表をしてもらいま
す。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の提出

： 授業への取り組み。毎回の課題に対する姿勢、熱意を評価する。
20％

発表

： 授業中の発言、プレゼンテーションの内容、を評価する。
30％

課題に取り組む姿勢

： 課題提出、アウトプットの内容を評価する。
30％

期末課題

： 期末レポートについて、リサーチ、考察等の内容を評価する。
10％

学修到達度評価

： 自己評価を基に目標の到達度を評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
「アート」を「仕事」にするには、現場での経験が重要です。この講座では、講師が審査員や企画プロデュースを務めるアートの現場や人へ
の取材も課題として提供し、普通では体験できない「アートの現場」をお見せします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

美術アトリエ棟研究室

備考・注意事項： 上記以外の場合、メール等での質問にも対応します。（メールアドレスは授業内で知らせます）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

谷口純弘の仕事
「アート」を「仕事」にすることについてのイントロダクショ
ン。FM802アートプロデューサーとして20年以上仕事をしてき
た講師の自己紹介とこれからの講義指針をお伝えします
学修到達目標についてこの授業の学びと養われる力を説明する。

第2回

フィールドワーク「cone and the city」について
講師が長年続けているフィールドワーク「cone and the
city」を知り、自分でも実践してみる。

アートの現場に行くこと。そこで何を感じた
かを自身の言葉で考え、表現すること
を学ぶ。

4時間

街に出て写真を撮るフィールドワークを毎週
実行する

4時間

第3回

クリエイターのコミュニティ「チグニッタ」について
講師が主催するクリエイターのコミュニティ「チグニッタ」につ
いて知る

アートスペース「チグニッタ」を尋ねる

4時間

第４回

アートコンペについて知る
講師が主催するアートコンペ「メタセコイア」について知り、自
分でも参加してみる。

アートコンペに参加してみる

4時間

第５回

アートのある場所に行ってみる（１）大阪

「アートギャラリー巡り」を自分で体
験し、アートを売る現場について知る。

4時間

街を舞台にしたアートイベントを体感し、そ
のスケールについて学ぶ。

4時間

プロデューサーとはどうあるべきか、仕
事の見つけ方、発展のさせ方を学ぶ。

4時間

国を越えたクリエイター主体のアートフェ
アの成り立ちと可能性を学ぶ。

4時間

クラウドファウンディングを使って自
分が何をしたいかを考える。

4時間

アートを展示販売する現場「アートギャラリー」という場所につ
いての解説とフィールドワーク。
第６回

アートのある場所に行ってみる（2）京都
京都で開催中の大規模な写真フェア「KYOTOGRAPHIE」について。

第７回

アーティストエージェントについて
アーティストを発掘し、仕事を作っていくエージェントの仕
事を知る。

第８回

アートフェア「UNKNOWN ASIA」について
大阪発のアートフェアの始まりから現在までを主催者が解説。
中間学習到達度の確認とフィードバックを行う。

第９回

クラウドファウンディングについて
自分の実現したい夢やプランを発表し、支援者からお金を集め
る「クラウドファウンディング」というシステムについて知る。

第10回

アートフェアに参加してみる
講師が主催するアートフェア「メタセコイア」にスタッフとし
て参加してみる

フェアに参加してその醍醐味を体感する

4時間

第11回

アートを仕事にする人について知る
ゲストを迎え、アートを仕事にする人の発想や行動力につい
て知る

ゲストの講義に感想を自分なりにまとめる

4時間

第12回

SNSについて
クリエイターの発信に欠かせないSNSについて学ぶ

SNSについて自分なりに考える

4時間

第13回

cone and the cityの本を作る
半年間取り組んだ「cone and the city」の本をみんなで制作す
る

自作を選び、コメントを書いてみる

4時間

第14回

「アート」を「仕事」するということ

現場に足を運んで得た経験を自分の言葉にし
てみる

4時間

まとめ

半年間学んだことを自分の言葉で発表する。
最終の学習到達度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【VD】
桐原一史
VDコース・2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
イラストレーションが大衆文化史の中でどのように個性豊かな表現を展開してきたか、日本のイラストレーション史を中心にイラストレーショ
ンという概念が定着していった50年代から、メディアによるイメージが大量に流出した80年代、そして近年と今後の展望含め学修します。ま
た、時代や世情を認識し、気づきなど発言形式で共有する。後半では興味を持ったイラストレーションについて探求し、作品が世の中に与え
た影響や印象について認識し、その時代の流行やブームとの関係も含めて発表会を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

イラストレーションの探求。

歴史・文化も含めたイラストレーショ
ンの関する知識を習得し、イラストレーショ
ンが及ぼしてきた様々な影響について認識す
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションにおける多彩なムーブメ
ントや作品、その技法に触れる。

様々なイラストレーションを通じてビジュア
ルコニュニケーションとしての役割や目
的を理解する。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

最終成果として発表会を実施し、授業のまと
めを行うことで探求活動を完遂することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可とする」。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業における取組み状況

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢を評価する。
10％

授業レスポンスシート

： 授業テーマごとに、理解度を各自確認し、レスポンスシートとして提出する。
20％

発表（探求発表）
40％

： 選択したイラストレーションについての探求度合い。分析から導いた気づきや発見が十分か。ま
た、発表資料（内容）の完成度などを中心に評価する。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後にレ
ト）
ポート（探求データ）を提出し、評価する。
20％
学修到達度評価

： 授業全般における学修成果の到達度について評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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イラストレーションファイル（玄光社）、現代デザイン辞典（平凡社）、日本のイラストレーション史（美術出版社）、Illustration
Studies（玄光社） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス「ビジュアルコミュニケーションにおけるイラスト
レーションの役割」
・授業の目的と授業全体の進め方についての説明を行う。
・イラストレーションとは何かについて解説。
・イラストレーションの定義について共有。
・イラストレーションの役割について認識。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

授業後半に復習のためのプリントを配布しま
す。次回授業までに各自復習をおこないま
す。

3時間

第2回

世界のイラストレーションの歴史（4万年前 ～ 9世紀（西
暦900年） ）
・壁画からケルト模様に至るまでの国内・海外の歴史を紐解く。

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

第3回

イラストレーションの歴史（海外・日本）

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布しま
す。次回授業までに各自復習をおこないま
す。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

・美術史に見るイラストレーション（起源と発展史）についてビ
ジュアルをもって紹介。
・各国の発展と展開に関して興味を持つ。
第4回

日本のイラストレーションの変遷（中世～近世）
・装飾絵画・絵巻物の黄金時代。
・桃山文化と浮世絵文化。
・印刷技術の進化。

第5回

日本のイラストレーションの変遷（1950年代～1970年代）
・イラストレーションという概念の定着について学修します（日
宣美、東京イラストレーターズ・クラブ）
・抽象と具象につて解説。

第6回

日本のイラストレーションの変遷（1970年代～1980年代）
・メディアによるイメージの繁栄と大量流出について事例をもっ
て解説。
・イラストレーション年鑑。
・スーパーリアルとヘタうま。

第7回

日本のイラストレーションの変遷（1980年代～1990年代）
・イラストレーションのメディア越境によってどのようなこと
が起こったか、事例をもって解説する。
・コンペティションブーム（日本グラフィック展、ザ・チョイ
ス）
・イラストレーションの今後の展望。

第8回

今後のイラストレーションの展望 高度情報化時代におけるメ
ディアの多様化（2000年代）
・ビジュアル・コミュニケーションとしてのイラストレーショ
ンの役割とその可能性について学修する。
・イラストレーションの活躍の場（市場・メディア）の事例を紹
介。
・授業後半に次回からの探求課題の説明を行う。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

3時間

第9回

今後のイラストレーションの展望

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習をおこないます。各
自で興味のあるイラストレーションジャン
ルについて考察しておく。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行う。各自で興味の
あるイラストレーションジャンルについて考
察しておく。

3時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行う。各自で興味の
あるイラストレーションジャンルについて考
察しておく。

3時間

次回探求発表会に向けて、準備と資料作
成を行っておく。

3時間

・キャラクターデザイン（マンガ、アニメ、マスコットなど多
様な解釈）の存在とその役割について学修する。
・絵本とエディトリアル（文章とイラストレーションの相乗効
果）の影響について解説。
第10回

イラストレーションの画材と技法

1

・様々な画材とそれらの特徴について解説する。
・多種多用な表現技法について学修する。
第11回

イラストレーションの画材と技法

2

・様々な画材とそれらの特徴について解説する。
・多種多用な表現技法について学修する。
第12回

イラストレーションの探求と授業振り返り
履修学生の探求の前に、ここまでの授業全体を復習し、振り返り
を行う。
次回探求発表会に向けて、各自が気になるイラストレーターにつ
いての調査と分析を行う。
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第13回

イラストレーション探求発表会

１

探求発表会1回目を実施する。
1人4分の時間内で探求発表を行う。
第14回

イラストレーション探求発表会

２

探求発表会1回目を実施する。
1人4分の時間内で探求発表を行う。
授業全体の振り返りとまとめを行う。
発表レポートの提出について解説する。
＊最終の学修達成度の確認を行う。
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次回探求発表会に向けて、準備と資料作成を
おこなってください。

3時間

発表探求レポート（資料）データを担当教
員に提出する。

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【MD】
野口周三/弘司
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、イラストレーション、デザイ
ンなども担当。また、映画・ドラマの脚本（シナリオ）、企画・プロデュースなどでの作品制作も担当してい
る。（全８回隔週）

授業概要
【企画・プロデュース】
様々なエンタテインメントコンテンツ企画・アイデア出しのノウハウや実例を学び、複数の発想方法やフォーマット・手法に基づいて自らも取
材し、企画を考える取り組みを行う。
「アイデアの考え方」と「アイデアの伝え方」という二つの軸をメインに学習・実践を行い、その両者に共通する「想像力」を磨くことでコン
テンツ制作（企画・創作）、プレゼンテーション（発表・訴求）の両面で、相手に伝わる表現ができることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ユーザーを予め想定し、マーケティングを意
識したコンテンツ制作の理解と実践。

受け手のリアクションを想像し、感情を動か
すアイデア、コンテンツ制作、プレゼンテー
ションを行うことができる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

自ら企画を立案し取材を通して企画・プロ
デュースを理解する。

企画を成立させるには何が必要かを理
解し、受け手の感情を動かすプレゼンテー
ションを行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

企画の本質である「価値」を理解し、学ん
だ発想方法を実践して新しいアイデアをまと
めて発表することができる。

2 ．DP6.行動・実践

自分のアイデアや好きなものを、相手の想像
力を有効に活用することで資料以上に十
全に伝えることができる。

3 ．DP8.意思疎通

面白さを表現、伝えるために、相手の反
応を想像しながら様々な準備や工夫をこらす
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。以上を総合し
て評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題（作品レポート提出）
40％
発表
30％
受講状況
20％
平常点

： 授業ごとに出す課題について、課題の目的を正しく理解して取り組み作成できているかを評価しま
す。独創性（10点）、作品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 授業中に行う課題などの発表時に、聞き手の反応を想像した準備と発表ができているかを評価しま
す。
： 各回授業への積極的参加（発表や質問等は加点）や授業態度（受講マナーや私語、携帯電話等の授
業の妨げになる場合は減点）を総合的に評価する。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

野口:毎週木曜14時30分～16時

場所：

3階研究室

備考・注意事項： 牧野（授業内で指示）
野口に関しては、アポイントが必要なため、メールアドレスを記載します：noguchi-s@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

企画とは何か
企画とは何かを様々な「実例」を通じて学ぶ。

企画について興味を持ち、自分でも調べてみ
る

4時間

第2回

自分とは何か、棚卸してみよう
好きでこだわっていることは創作のための強力な「道具」で
す。そちらを自分で理解し、他人に説明できるようになること
で自分の中の道具を「棚卸」しましょう。

自分の棚卸リストをまとめてくる

4時間

第3回

自分CMを企画する
他人に自分を知ってもらうため、自分CMを企画する。どのよう
な自分を表現するかは自由。また形式についても映像、絵コン
テ、漫画、アニメなど、自らが考え、実践する。

自分CMの企画を掘り下げて考える

4時間

第4回

カテゴライズで自分を客観視しよう

類似アイデア、商品サービスの分析結果をま
とめる

4時間

自分が持っている「道具」が、「世の中においてなんと呼ばれて
いるか」を分類し、そちらをキーワードとして類似したアイデ
アを探します。
また比較することで新たなものを生み出したりアイデアの基
盤を作る方法を学びます。
第5回

自分CMの企画書作成
企画書の作り方を「実例」を通じて学び、自分CMの企画書を作
成する。

自分CMの企画書を作成する

4時間

第6回

アイデアを作り出すツールを使おう

次回発表用のアイデア、資料作成、プレゼ
ン準備

4時間

マインドマップ、ポストイット、アイデアリレー、オズボー
ンのチェックリストなど、世の中で使われている「考えるため
のツール」を紹介、実際に使用し企画をさらに具体的なものとし
て練っていきます。
第7回

自分CMの企画書とプレゼンテーション
自分CMの企画書作成を担当教員と相談しながら作成し、中間合
評へ向けてプレゼンの流れを考える。

次回発表の企画書を完成させる

4時間

第8回

伝え方を選ぼう

企画書中間合評用のプレゼンテーション内
容をまとめる

4時間

言い方、見せる形、タイミングなど、「どのように伝えるか」に
より相手の受ける印象が大きく変わることを、広
告を例に学び、さらにより良い伝え方を全員で議論します。
第9回

自分CM企画書中間合評
自分CM企画書についてプレゼンテーションを行い、合評する。合
評を通じて企画書の修正を行い、担当教員のOKが出た時点で課題
制作に着手する。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

自分CMの課題制作に着手する

4時間

第10回

他者の力を借りよう

交換した相手に渡す用にまとめたノー
ト（紙・電子媒体問わず）を作成

4時間

ペア、もしくはグループを組み、お互いに現在進行中の企画を一
度交換します。それを「自分ならどうするか」考え他者と自
分の視点を入れ替えることで新たなアイデアや問題の突破口がひ
らけるということを体験します。
第11回

自分CMの課題制作
自分CMの企画書に従い、課題制作を進める。課題は随時、担当教
員と相談しながら制作を進める。

自分CMの課題制作を進める

4時間

第12回

イラスト・漫画の有用性を知ろう
広告を中心に世の中でイラスト・漫画・キャラクターなどどのよ
うな使い方をされているのか学びます。
また、それらがどのような狙いの元、どのような効果を生んでい
るかデザインの観点から学び、さらなる利用方法を話し合いま
す。

プレゼン練習のための準備

4時間

第13回

価値を感じさせよう
プレゼンテーションを前に、他者に「どうやって価値を感じても
らうか」について今まで漫画・イラスト・広告デザインの観点か
ら経済心理学も交え学びます。
またそれらを踏まえ自らのプレゼンテーションを見直していただ
きます。

課題制作と最終プレゼンの準備を進める

4時間

第14回

最終プレゼンテーション

課題提出

4時間
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自分CMを完成させ、最終プレゼンテーションと合評を行う。
最終ルーブリックの実施、学生へフィードバック。
学修成果の可視化（ポートフォリオ）、期末試験として評価す
る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【VV】
浅田伸/辰巳清
2年

開講時期

前期集中

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

映像ディレクター／プロデューサーとしてＣＭ・映画・テレビ等のスタッフを勤める中、作品の成否を握る立
場で俳優・声優・モデル等の採用・指導および演出に従事した経験を持つ教員、および大手芸能事務所所
属のプロデューサーとして音楽を筆頭とするさまざまな芸術系イベントのスタッフを勤める中、興行の成

授業概要
エンタテイメント業界に不可欠な舞台あるいはアフレコにおける発声方法やアドリブの感覚といったパフォーマンスの基礎を学び、と同
時に、模擬オーディションの実体験を通じてアーティストの採用・指導・演出にまつわる方法論を体得する。
その際、プロフェッショナルの経験を持つゲスト講師陣から実体験や具体的なアドバイス、実戦的なトレーニング方法などを仔細に享
受し、自らのパフォーマーとしての可能性を探りつつ、演技を指導する側・される側の複眼的な視点を獲得し、クリエイターとしての将来
像を発展的に構想できる知見を練成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

声優・俳優の演技にまつわる訓練を体験す
る。

パフォーマーの職能について深く理解するこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

声優・俳優の訓練を経た後、模擬オーディ
ションに挑戦する。

パフォーマーの技術や心情を理解し、制作現
場での意思疎通を円滑に行える。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学修を通じ、パフォーマンスにおける能
力の優劣を判断する基準を身につけている。

2 ．DP6.行動・実践

参加型のワークショップを通じ、実践して行
動する素養を育み、その結果として修正、調
整力といった次へと繋がる能力を身につけて
いる。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワーク、グループワークを通し、共
感、受容といった対人基礎力を育み、意思疎
通を図ることができる親和力を身に付けてい
る。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

社会におけるパフォーマーたちの職能を自
分の能力と照らし合わせながら理解し、そ
の意義や課題について口頭で発表したり、レ
ポートとしてまとめたりすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回提出する振り返りシート
50％
成果発表
20％
最終レポート
30％

： 参加型ワークショップが主体となるため、時間内の学び、課題、今後に活かせる事の中心とし
て振り返りを行い、その内容を評価する。
： 模擬オーディションなどパフォーマンスを行う機会がある。ルーブリックに則って完成度を評価す
る。
： 授業を通じて得られた知見に基づき、新たな目標設定および行動計画を作成する。授業目的に沿っ
て記載されている事を基準とし、独自の視点での深い考察があれば加点項目とする。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
授業外学修課題に取り組むことに加え、その回の授業内容を丁寧に復習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレスに送ってくださ
い。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

パフォーマーの世界（オリエンテーション）
パフォーマー（声優・ナレーター・俳優など）に必要な基礎的要
素について説明を行い、全体を把握した上で全１４回の授業内
容について理解し、学びを深めるためのマインドセットを行う。

第2回

自己PR
最終日の模擬オーディションに向けた60秒の自己PRを作成す
る。その際、自己PR作成に向けて自己分析を行い、60秒でPRポイ
ントを効果的に伝えるためのテクニックを学ぶ。

映像や舞台演劇に触れ、プロのパフォーマン
スに慣れ親しむ。

5時間

YouTubeなどで自己ＰＲに長けたパフォー
マーの素養を分析し、自分のPR内容を精
査・ブラッシュアップする。

5時間

第3回

ボイストレーニング１（呼吸法）
ボイストレーニングの基礎知識について学び理解を深める。ま
た呼吸法、筋力トレーニングの具体的な方法を学び、発声練
習を行う。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第4回

ボイストレーニング２（発音）
50音を正しく発音するための知識を学び、滑舌のトレーニン
グを行う。またアクセントについての基礎知識を身につけ、実
際にアクセント辞典を使用しながら確認を行う。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第5回

即興演劇１（発想法）
台本のない状態からグループで即興劇を組み立てる具体的な手
法について学ぶ。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第6回

即興演劇２（互助の感覚）
グループ発表を行い、即興に不可欠な「相手の意図を汲み取る感
覚」を磨き、パフォーマンスの根幹を支える互助の意識を育む。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第7回

台本演劇１（身体性）
与えられた台本の読み合わせをペアワークで行いつつ、身
体を使った演技に関する基礎知識を学び、声の演技に反映してい
く方法論を学ぶ。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第8回

台本演劇２（演出と演技）
ペアワークで台本を使用した演技実習に取り組みつつ、演出の指
示を受け、質的向上をはかる方法論を学び、実践する。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第9回

声の技法１（アニメ声優）
声を使った演技に関する基礎知識とアニメのキャラクター台
詞のポイントを学び、実践する。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第10回

声の技法２（外画・ナレーション）
外画演技およびナレーションのポイントを学び、実践する。

授業内容を復習し、能力の向上に努める。

5時間

第11回

オーディションの準備

模擬オーディションに向け、これまでの全内
容を復習する。

5時間

映像や舞台演劇に触れ、プロのパフォーマン
スを分析する。

5時間

映像や舞台演劇に触れ、プロのパフォーマン
スを分析する。

5時間

授業内容を復習しつつ、レポート課題をまと
める。

5時間

模擬オーディションの内容について確認し、注意点を学ぶと同
時に、ＰＲの内容などを精査し、トレーニングを実践する。
第12回

模擬オーディション（原稿課題）
教員を審査員に見立ててオーディションを行い、数名ずつ１組と
なってグループ単位での審査を体験する。※動画撮影あり

第13回

模擬オーディション（自己ＰＲ等）
教員を審査員に見立てて、各個人の自己ＰＲや質疑応答を実
践し、審査を体験する。※動画撮影あり

第14回

振り返りワークショップ
※模擬オーディション動画を見ながら
１３回の授業と模擬オーディションを通じて得られた知見につい
て、グループに分かれディスカッションを行い、レポート課題に
まつわる説明を受ける。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【AC】【GA】
尾鼻崇
2年

開講時期

前期

単位数

2単位

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
デジタルゲームの創作性に注目が集まる一方で、悪影響論や社会応用など様々なトピックで、その社会的影響力も着目されている。本講義で
は、デジタルゲームの歴史を説明すると同時に、社会におけるビデオゲームの位置づけについて理解することを目的とする。加えて、デジタル
ゲームに付随するビジュアル、サウンド、もしくはデジタルゲームを取り巻くユーザ文化や文化政策、アーカイブなどといった観点からデジタ
ルゲームを分析し議論する。本授業では可能な限り映像資料を用いつつ講義を進める。ただし、各自が不足点、疑問点を自主的に調査し、整
理することを前提とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デジタルゲームの文化と産業および社会的状
況の把握

デジタルゲームを文化・産業・社会といっ
た観点における論点について議論し、動
向を理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

デジタルゲームの専門知識の会得

デジタルゲームの専門知識を得ることができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の問題意識と関連づけて、社会におけ
るゲームの今後の課題を見通すことができる

2 ．DP5.計画・立案力

デジタルゲームを分析し、デジタルゲー
ムの制作計画について立案することができる

3 ．DP6.行動・実践

文化としてのデジタルゲームについて、自
身で文献を調査し考察することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
45％
最終試験

： 授業に参加し、コメントを提出する。なお出席点は前提条件であり成績評価には含まない。必
要に応じて実施する中間テストもこの評価に含む。
： 教員の採点により評価する。

40％
学修到達度評価

： 定められた学修目標が到達されているかを評価する。
15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・デジタルゲーム研究入門 (ミネルヴァ書房)
・映画音楽からゲームオーディオへ（晃洋書房）
・ビデオゲームの美学
(慶応義塾大学出版会)
・現代ゲーム全史
(早川書房)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
私語等で授業進行を妨げたと教員が判断した場合、退席を命じた上で不合格とするので注意すること。
なお、新型コロナウィルス感染症の状況にあわせて授業内容を変更する可能性があるため注意すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

講義の前後の時間帯

場所：

教室

備考・注意事項： 授業時間以外でのコミュニケーションについては初回授業時に告知する。ただし、授業日以外の返答にはタイムロスが発生す
る可能性が高いため、余裕を持って連絡すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス／ゲームとはなにか
講義の目的ならびに構成や評価方針などについて概観する。ま
た、本講義の主題であるデジタルゲームについて、その定義を議
論する。

第2回

デジタルゲーム史 (1)
1980年代前半までのデジタルゲーム産業・文化の黎明期を学ぶ。

第3回

デジタルゲーム史 (2)
1990年までのデジタルゲーム産業・文化の勃興期を学ぶ。

第4回

デジタルゲーム史 (3)
2000年までのデジタルゲーム産業・文化の成長期を学ぶ。

第5回

デジタルゲーム史 (4)
2000年代以降のデジタルゲーム文化・産業の歴史を学ぶ。

第6回

デジタルゲーム史 (5)
「現在」のデジタルゲーム文化・産業の歴史を学ぶ

第7回

デジタルゲームと美学
デジタルゲームに関する美学芸術学の観点からの言説につい
て、その概観を議論する。

第8回

デジタルゲームの社会応用
シリアスゲーム・ゲーミフィケーションなどといったキーワー
ドで認識されるような、教育・医療・啓蒙などといった分野へ
のゲームの応用について、その概観を議論する。

第9回

デジタルゲームと音楽（1）
デジタルゲームとその音楽について、物語という観点から議論す
る。

第10回

デジタルゲームと音楽（2）
デジタルゲームとその音楽について、インタラクティブという観
点から議論する。

第11回

文化政策におけるデジタルゲーム
デジタルゲームというものを如何に振興しえるのか、文化
庁の「メディア芸術」事業などの事例を通じて、検討する。

第12回

文化資源としてのデジタルゲーム
文化資産（Cultural Heritage）としてのデジタルゲームとい
う観点から、その保存や利活用のための施策が進んでいる。その
ような施策を紹介し、今後の展望を議論する。

自分なりにデジタルゲームについて調
査し、まとめる。

4時間

1980年代前半までのデジタルゲーム産業・文
化について調べる

4時間

1990年代前半までのデジタルゲーム産業・文
化について調べる

4時間

2000年までのデジタルゲーム産業・文化の成
長期について調べる

4時間

2000年代以降のデジタルゲーム文化・産
業の歴史について調べる

4時間

「現在」のデジタルゲーム文化・産業の歴
史について調べる

4時間

デジタルゲームに関する美学芸術学の観点か
らの言説を調べる

4時間

教育・医療・啓蒙などといった分野へのゲー
ムの応用について調べる

4時間

デジタルゲームの音楽について各自で調べ整
理しておく

4時間

デジタルゲームの音楽について各自で調べ整
理しておく

4時間

文化庁の「メディア芸術」事業につい
て調べ整理しておく

4時間

デジタルゲームについて文化資源というキー
ワードで調べ整理する

4時間

第13回

総括
これまでの講義内容を振り返り、総括を行う。

講義ノートをまとめなおし、講義に備える

4時間

第14回

理解度確認クイズ

講義ノートを読み直して、講義全体を復
習しクイズに備える。また事後に自己採点す
る

4時間

これまでの授業の理解度をはかるため、理解度確認クイズを実
施する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究３【IA】
桐原一史
IAコース・2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
イラストレーションが大衆文化史の中でどのように個性豊かな表現を展開してきたか、日本のイラストレーション史を中心にイラストレーショ
ンという概念が定着していった50年代から、メディアによるイメージが大量に流出した80年代、そして近年と今後の展望含め学修します。ま
た、時代や世情を認識し、気づきなど発言形式で共有する。後半では興味を持ったイラストレーションについて探求し、作品が世の中に与え
た影響や印象について認識し、その時代の流行やブームとの関係も含めて発表会を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

イラストレーションの探求。

歴史・文化も含めたイラストレーショ
ンの関する知識を習得し、イラストレーショ
ンが及ぼしてきた様々な影響について認識す
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションにおける多彩なムーブメ
ントや作品、その技法に触れる。

様々なイラストレーションを通じてビジュア
ルコニュニケーションとしての役割や目
的を理解する。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

最終成果として発表会を実施し、授業のまと
めを行うことで探求活動を完遂することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可とする」。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業における取組み状況

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢を評価する。
10％

授業レスポンスシート

： 授業テーマごとに、理解度を各自確認し、レスポンスシートとして提出する。
20％

発表（探求発表）
50％

： 選択したイラストレーションについての探求度合い。分析から導いた気づきや発見が十分か。ま
た、発表資料（内容）の完成度などを中心に評価する。

授業振り返りレポート（期末レポー
： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後にレ
ト）
ポート（探求データ）を提出し、評価する。
10％
学修到達度評価

： 演習全般における学修成果の到達度について評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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イラストレーションファイル（玄光社）、現代デザイン辞典（平凡社）、日本のイラストレーション史（美術出版社）、Illustration
Studies（玄光社） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス「ビジュアルコミュニケーションにおけるイラスト
レーションの役割」
・授業の目的と授業全体の進め方についての説明を行う。
・イラストレーションとは何かについて解説。
・イラストレーションの定義について共有。
・イラストレーションの役割について認識。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

授業後半に復習のためのプリントを配布しま
す。次回授業までに各自復習をおこないま
す。

2時間

第2回

世界のイラストレーションの歴史（4万年前 ～ 9世紀（西
暦900年） ）
・壁画からケルト模様に至るまでの国内・海外の歴史を紐解く。

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

第3回

イラストレーションの歴史（海外・日本）

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布しま
す。次回授業までに各自復習をおこないま
す。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

・美術史に見るイラストレーション（起源と発展史）についてビ
ジュアルをもって紹介。
・各国の発展と展開に関して興味を持つ。
第4回

日本のイラストレーションの変遷（中世～近世）
・装飾絵画・絵巻物の黄金時代。
・桃山文化と浮世絵文化。
・印刷技術の進化。

第5回

日本のイラストレーションの変遷（1950年代～1970年代）
・イラストレーションという概念の定着について学修します（日
宣美、東京イラストレーターズ・クラブ）
・抽象と具象につて解説。

第6回

日本のイラストレーションの変遷（1970年代～1980年代）
・メディアによるイメージの繁栄と大量流出について事例をもっ
て解説。
・イラストレーション年鑑。
・スーパーリアルとヘタうま。

第7回

日本のイラストレーションの変遷（1980年代～1990年代）
・イラストレーションのメディア越境によってどのようなこと
が起こったか、事例をもって解説する。
・コンペティションブーム（日本グラフィック展、ザ・チョイ
ス）
・イラストレーションの今後の展望。

第8回

今後のイラストレーションの展望 高度情報化時代におけるメ
ディアの多様化（2000年代）
・ビジュアル・コミュニケーションとしてのイラストレーショ
ンの役割とその可能性について学修する。
・イラストレーションの活躍の場（市場・メディア）の事例を紹
介。
・授業後半に次回からの探求課題の説明を行う。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

第9回

今後のイラストレーションの展望

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行っておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行う。各自で興味の
あるイラストレーションジャンルについて考
察しておく。

2時間

授業後半に復習のためのプリントを配布。次
回授業までに各自復習を行う。各自で興味の
あるイラストレーションジャンルについて考
察しておく。

2時間

次回探求発表会に向けて、準備と資料作
成を行っておく。

2時間

・キャラクターデザイン（マンガ、アニメ、マスコットなど多
様な解釈）の存在とその役割について学修する。
・絵本とエディトリアル（文章とイラストレーションの相乗効
果）の影響について解説。
第10回

イラストレーションの画材と技法

1

・様々な画材とそれらの特徴について解説する。
・多種多用な表現技法について学修する。
第11回

イラストレーションの画材と技法

2

・様々な画材とそれらの特徴について解説する。
・多種多用な表現技法について学修する。
第12回

イラストレーションの探求と授業振り返り
履修学生の探求の前に、ここまでの授業全体を復習し、振り返り
を行う。
次回探求発表会に向けて、各自が気になるイラストレーターにつ
いての調査と分析を行う。
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第13回

イラストレーション探求発表会

１

探求発表会1回目を実施する。
1人4分の時間内で探求発表を行う。
第14回

イラストレーション探求発表会

２

探求発表会1回目を実施する。
1人4分の時間内で探求発表を行う。
授業全体の振り返りとまとめを行う。
発表レポートの提出について解説する。
＊最終の学修達成度の確認を行う。
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次回探求発表会に向けて、準備と資料作成を
おこなってください。

2時間

発表探求レポート（資料）データを担当教
員に提出する。

2時間

4331
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究３【VD】
増山晶
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

広告代理店クリエーティブディレクター。CMプランニング、コピーライティング、WEBプランニング、OOHな
ど。

授業概要
本授業では、企画の基礎から実践までの流れを演習します。自分のアイデアを形にする、人に伝える方法を考える、世の中を動かす手
法を知る、など、広告の実務に即した学びを通して、自己表現や共感性、コミュニケーションのスキルアップを図ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

広告企画の基礎と流れを理解する

視聴者でなく企画者の立場から広告を捉えな
おす視点を獲得する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

広告企画の演習を行う

広告制作の流れの中で企画を行い、実践
力を養う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題設定の視点を学ぶ

2 ．DP5.計画・立案力

企画を形にする能力を身に着ける

3 ．DP6.行動・実践

企画人に伝え、説得するスキルを磨く

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中の積極的な発信
50％
課題のプレゼンテーション
50％

： 自分の意見を言葉にする、他の人と意見交換をして良いところを認め合うなど、限られた授業時
間を有意義にするための準備と参加姿勢を評価します。
： 最終課題、小課題の提出とプレゼンテーションにおいて、言いたいことが形になっている
か、人に伝わる魅力的な表現になっているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 上記以外で質問や連絡がある時は、授業でお知らせするメールアドレスに連絡をください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

人に伝える

1

自己紹介

講師紹介と広告制作の概略について講義。学生一人一人の自己紹
介を軸に、「何を言うか」という情報の受発信と伝え方につい
て演習します。
第2回

人に伝える

2

自分のコピーを書く

自己紹介を軸に、キーコピーの考え方を学びま
す。60秒の中で、核になるアイデアとコピーについて、なぜそれ
が大切なのか、どのようなコピーが本質的で魅力的なのかについ
て、みんなで考えます。
第3回

人に伝える

3

企画発表

特に優秀な自己紹介キーコピーを中心に、「人に伝える」コツに
ついて学びます。伝えるポイントと魅力的な切り口、表現を理
解します。他の人の紹介もしてみましょう。
第4回

人を動かす 1

WHYとWHO

広告事例をもとに、「なぜ」この広告が伝わったのか、
「誰に」伝わったのかを学びます。広告課題とソリューショ
ン、ターゲット分析の知識を身に着けます。
第5回

人を動かす 2

キーコピーとキービジュアル

課題に基づいて、広告の基本となるキーコピーとキービジュア
ルを考えます。「何を言うのか」「なぜそれを言うのか」
「誰に言うのか」を踏まえ、企画の骨子を意識して取り組みま
しょう。
第6回

人を動かす 3

企画発表

課題の企画を発表します。他の人のプレゼンテーションを聞い
て、率直なリフレクションを伝えあいましょう。
第7回

世の中を動かす 1

WHEREとWHEN

広告事例をもとに、「どこで」この広告が伝わったのか、「い
つ」伝わったのかを学びます。SNS、メディア、プランニン
グの知識を身に着けます。
第8回

世の中を動かす 2

炎上トラブル

炎上など、広告でのトラブル事例について学びます。メディ
ア、リテラシー、グローバルといった視点から、広告を通じたコ
ミュニケーションにおいて留意すべき点をディスカッショ
ンし、気づきを得る機会とします。
第9回

世の中を動かす

3

事例分析

「世の中が動いた」と感じた事例について、話し合います。事
例の要素分析をして、「何を言ったか」「誰にいったか」「なぜ
それを言ったか」「どこで、いつ言ったか」を明らかにします。
第10回

提案する 1

企画意図

課題商品のCM企画を考えます。プレゼンテーションは企画だけで
なく、企画意図、世の中の分析、メディアプランなどを踏まえ
て、しっかりと人に伝える形を学びます。企画
書の作り方を身に着けます。
第11回

提案する 2

企画書を書く

企画例をもとに、企画書を作る演習をします。アイデアソン
フォーマットを用い、限られた時間内で「説得力のある」企画説
明を書き上げます。パフォーマンスも含め、魅力的なプレゼン
テーションについてどこが良かったのか、それはなぜかという視
点でディスカッションします。
第12回

最終演習 1

オリエンテーション

最終演習のオリエンテーションを行います。グループでのブレー
ンストーミングを踏まえた質疑応答により、魅力的な企画提
案のポイントを確認します。次回以降、2回に分けて最終演
習のプレゼンテーションをしてもらいます。他の人の発表を聞い
て、具体的にブラッシュアップするためのアドバイスを相
互に行います。
第13回

最終演習

2

プレゼンテーション

最終演習のプレゼンテーションの1回目です。他の人の発
表を聞いて、「どのようにすればアイデアがより伝わるの
か」、具体的にブラッシュアップするためのアドバイスを伝えま
す。
第14回

最終演習 3

総括

最終演習のプレゼンテーションの2回目です。優れたプレゼン
テーションについて、みんなで講評をしあいます。講師によるカ
リキュラムの総括と、今後の継続学習のためのアドバイスを行い
ます。
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自己紹介を60秒にまとめて発表してもらいま
すので、準備してきてください。作品を持
参しても構いません。

4時間

講師や他の人にもらったリフレクショ
ンを踏まえ、自分のキーコピーを完成し、提
出してください。

4時間

「人に伝える」とはどういうことか、ここま
での振り返りを自分の言葉にしてまとめま
す。

4時間

事例について、視聴者の視点で感じたこ
と、制作者の視点で感じたことをまとめま
しょう。

4時間

企画の前に情報を得ることが大切で
す。何に疑問や興味をもって、どんな情
報を探ったかも話せるようにしておいてくだ
さい。

4時間

自分の発表の振り返りと、気になったほか
の人の発表についてまとめましょう。

4時間

事例について、視聴者の視点で感じたこ
と、制作者の視点で感じたことをまとめま
しょう。

4時間

自分が不快に思うコミュニケーションの基
準を考えてみましょう。

4時間

「世の中を動かす」事例について、自分の言
葉でポイントをまとめましょう。

4時間

企画以外の要素の重要性を自分の言葉で説
明できるようにしましょう。

4時間

他の人のプレゼンテーションの良いところ
も参考に、企画書をまとめるポイントを確
認しましょう。

4時間

企画と企画書ができたら、自撮りでパフォー
マンスの確認もしましょう。

4時間

規定時間内でメリハリのあるプレゼンテー
ションをしましょう。

4時間

演習を終えても、広告を視聴者・制作者の複
眼視点で見る習慣を継続してください。

4時間

4332
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究３【AC】
大谷佳久
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

経営者としてデザイナー、エンジニア、ディレクターなど様々な職種の新卒採用、中途採用に15年以上、年間
平均50名を超える採用選考に携わる。（全14回）

授業概要
【業界研究＆ポートフォリオ制作概論】
就職活動において重要な役割を果たす「業界研究」と「ポートフォリオ」。
当授業では広くメディア関連・コンテンツ業界の業態についての基礎知識を学習し、自身の目標と能力とを把握する訓練を行う。
また同時に「ポートフォリオ」についても、その役割と作法を学び、自己アピールの手段として運用できる能力を培う。
「ポートフォリオ」制作のための情報整理なども進め、具体的に来るべき就職活動の準備を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

就職活動時のターゲットとなりえる業界の情
報と「ポートフォリオのチェックポイン
ト」などを解説します。

ポイントを理解し、ポートフォリオ作成
時に活かせるようになる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

現在学んでいることがどのような職業で活
用できる可能性があるかを解説します。

学んだ内容を元に自分の選択肢を増やしてい
く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

自分の作品数や追加したい作品の数を把
握し、目指す作品数に到達するまでのロード
マップを認識する。

2 ．DP4.課題発見

現時点における自分の状況を把握する。

3 ．DP6.行動・実践

自分の現状と課題を踏まえ、自ら検討し
たロードマップに沿って各種作業を進めてい
く。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内容の理解度、試験（課題提出）
40％
アイデア力
30％
課題作品の完成度
15％
学習到達度

： 受講状況や課題の出来を確認することで、毎回の授業内容を把握できているかどうかを確認し評
価する。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確認し評価す
る。
： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上でのポートフォリオになってい
るかどうかを確認し評価する。
： 課題の提出状況、内容などから当授業の理解度などを確認し評価する。

15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。
・遅刻や欠席をしないこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後、各10分程度

場所：

教室または研究室

備考・注意事項： 授業内で指示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

コンテンツ業界における就職活動
コンテンツ業界における就職活動の全体像と実態を把握する

自分の特技や興味のあることを確認してお
く。

5時間

第2回

ポートフォリオとは
就職活動におけるポートフォリオの意味、制作の目的などを理
解する

これまでの制作作品を振り返っておく。

5時間

第3回

メディア関連・コンテンツ業界とは
メディア関連・コンテンツ業界の業態についての基礎知識を学
習し、業界研究の学習準備を進める

これまでの制作作品を振り返っておく。

5時間

第4回

アニメーション産業の業態

興味のあるアニメ作品などを改めて確認して
おく。

5時間

印象に残っている広告があれば列挙してお
く。

5時間

アニメーション産業の業態とポートフォリオ作成のポイントを把
握する
第5回

コンテンツ産業と広告業界
コンテンツ産業と広告業界の役割とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

第6回

ゲーム業界の業態
ゲーム業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把握する

興味のあるゲーム作品を確認しておく。

5時間

第7回

Web制作業界、制作会社の業態
Web制作業界、制作会社の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

自分が好きなWebサイトを確認しておく。

5時間

第8回

映像、CG制作業界の業態

自分が興味のある動画やクリエイターを確
認しておく。

5時間

映像、CG制作業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把
握する
第9回

プロダクトデザイン業界の業態
プロダクトデザイン業界の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

自分が好きな商品を確認しておく。

5時間

第10回

出版業界の業態
出版業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把握する

自分の好きな書籍を確認しておく。

5時間

第11回

アミューズメント業界の業態

自分の作品に関して改めて状況把握してお
く。

5時間

どのようなポートフォリオを作りたいか確
認しておく。

5時間

アミューズメント業界の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する
第12回

ポートフォリオ作成のポイント①（基礎編）
各業界でのチェックポイントの復習と実際に作成する際の注意
点などの基本を学習する。

第13回

ポートフォリオ作成のポイント②（発展編）
前回の内容を踏まえたうえで、各業界でのチェックポイントを復
習し、実際に作成する際の注意点などをさらに発展的に学習す
る。

課題で出来ていないものの制作を進める。

5時間

第14回

ポートフォリオ実作
今までに自分が作ってきた作品と、当授業で学んだ内
容を元に、Eポートフォリオシステムを用いて簡単なポートフォ
リオを作ってみる。

課題で出来ていないものの制作を進める。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門研究３【MD】
弘司/野口周三
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
弘司：イラストレーターとして時代を跨いで長年にわたり活動中。出版社より３冊の画集を発表している。

実務経験の概要

授業概要
【イラストレーター漫画家の今昔と現代におけるセルフブランディング】
業界におけるイラストレーターや漫画家の昔と今の仕事の制作スタイルや情報収集と共有の違いを比較し、それぞれの良さとマイナスな部
分を知る。その上で現代のＳＮＳやファンサイト、ショップサービスを利用した、クライアントに依存しないマーケットを学び研究し、セルフ
ブランディングをしてみる。さらに授業では現役で活躍されている様々なゲストを迎え、発想方法を聞く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

業界の流れを知り、セルプブランディングに
よるマーケット開拓の手段を学ぶ。

クリエイターとして自分の作品のアピールポ
イントを知り、自分に合った発表のしかた
を研究し、今後に活かす。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分の作品のアピールポイントや魅力を研究
発見することにより、今後自分が活動した
い方向性を知ることが出来る。

2 ．DP6.行動・実践

自分の作品の魅力とアピールしたい層を分
析することにより適
切な売り込み方を知り、今後に活かすこと
が出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階においてプレゼンテーションを行いどれだけ講義内容について理解し積極的に取り組めていたかを確認しま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
※点数は5点刻みで評価。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内容の理解度、試験（課題提出）
40％
積極的な取り組みの姿勢

： 講義内容と課題の目的を正しく理解し、制作に取組めているかを評価します。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 疑問点・問題点を担当教員に共有・相談できているか、合評に積極的に参加しているかで判断する

30％
課題作品の完成度
30％

： 計画的に課題制作に取り組み、時間足らずで内容が疎かになっていないか目的に沿った内容が反
映されているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。
・遅刻や欠席をしないこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日14時30分～16時

場所：

南館３F研究室

備考・注意事項：

野口に関しては、アポイントが必要なため、メールアドレスを記載します：noguchi-s@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イラストレーター・漫画家のお仕事今昔
業界におけるイラストレーター・マンガ家の仕事のスタイ
ル、昔から現代になりどう変化したか、それぞれの良かったとこ
ろマイナスな部分を紹介。現代の業界においてあって良かったも
のやサービスについて意見を出し、自分の作品にどう活かされて
いるか考えてみる。

講義内容について理解できたかを復習

2時間

第2回

セルフブランディングとはなにか

授業内課題でピックアップしたクリエイ
ターについて分析を進めておく

2時間

現代の業界におけるセルフブランディングとは。講師による解
説。
授業内課題として、この人はセルフブランディング出来ている
と思うクリエイターをピックアップして分析して書き出す。
第3回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるトップクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

2時間

第4回

ピックアップクリエイターの分析発表
ピックアップしたクリエイターのセルフブランディングについ
てレポートを発表する。
それぞれの発表内容について学生同士で意見を交わす。

課題発表について理解できたかを復習

2時間

第5回

ピックアップクリエイター分析の講評
前回の発表と学生同士で意見交換した内容について、担当講
師が講評する。
次回からの自身のセルフプランディングについて事前の解説アド
バイスも行う。

講評についての内容を理解しておく

2時間

第6回

自分をセルフブランディングする①
イラストと漫画、両方のセルブランディングについて担当講師か
ら解説。
自分の作品やキャラクターの持つ魅力を理解し、アピールポイン
トを把握する

自作品のアピールポイントをまとめておく

2時間

第7回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるトップクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

2時間

第8回

自分をセルフブランディングする②

授業中に考えた内容を更にしっかりとまとめ
ておく

2時間

アドバイスを受けて更にデータを精査しまと
めておく

2時間

セルフブランディングプランをPDFにまとめて
おく

2時間

アピールポイントが把握出来たらどこでどの様に発表するか
を考え、
それによりどう集客や収益につながるかを予測する。
第9回

中間講評
ここまでまとめたブランディングプランについて講師から講評す
る。
この後更にブラッシュアップする為のアドバイスも行う。

第10回

自分をセルフブランディングする③
中間講評で受けたアドバイスを反映しセルフブランディングプラ
ンをブラッシュアップさせる。今後の自分の売り込み要素に足り
ない部分は無いか課題を考えてみる。

第11回

自分をブランド化すると言う事/クリエイターの未来
クライアントの意図する制作内容に左右されず、自分が本当に表
現して売り出していきたい作品を最も効果的な形で発表すること
の意味。収入を得ずらいと言われるイラストレーターや漫画
家が生活に十分な利益を得られる未来を予測する。

講義内容について理解できたかを復習

2時間

第12回

ゲスト講義
エンタテインメント分野におけるトップクリエイターをゲス
トに迎え、様々な発想と考え方を学ぶ

ゲスト講義について内容を復習する

2時間

第13回

最終合評(前半)
完成したブランディング案をスクリーンに映し全員に向けてプレ
ゼンテーションする。手元資料としてプリントアウトも用意す
る。

プレゼン資料の準備・提出をする

2時間

第14回

最終合評(後半)/反省会
完成したブランディング案をスクリーンに映し全員に向けてプレ
ゼンテーションする。手元資料としてプリントアウトも用意す
る。全員終了後に反省会。

プレゼン資料の準備・提出をする

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究３【GA】
大谷佳久
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

経営者としてデザイナー、エンジニア、ディレクターなど様々な職種の新卒採用、中途採用に15年以上、年間
平均50名を超える採用選考に携わる。（全14回）

授業概要
【業界研究＆ポートフォリオ制作概論】
就職活動において重要な役割を果たす「業界研究」と「ポートフォリオ」。
当授業では広くメディア関連・コンテンツ業界の業態についての基礎知識を学習し、自身の目標と能力とを把握する訓練を行う。
また同時に「ポートフォリオ」についても、その役割と作法を学び、自己アピールの手段として運用できる能力を培う。
「ポートフォリオ」制作のための情報整理なども進め、具体的に来るべき就職活動の準備を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

就職活動時のターゲットとなりえる業界の情
報と「ポートフォリオのチェックポイン
ト」などを解説します。

ポイントを理解し、ポートフォリオ作成
時に活かせるようになる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

現在学んでいることがどのような職業で活
用できる可能性があるかを解説します。

学んだ内容を元に自分の選択肢を増やしてい
く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

自分の作品数や追加したい作品の数を把
握し、目指す作品数に到達するまでのロード
マップを認識する。

2 ．DP4.課題発見

現時点における自分の状況を把握する。

3 ．DP6.行動・実践

自分の現状と課題を踏まえ、自ら検討し
たロードマップに沿って各種作業を進めてい
く。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内容の理解度、試験（課題提出）
40％
アイデア力
30％
課題作品の完成度
15％
学習到達度

： 受講状況や課題の出来を確認することで、毎回の授業内容を把握できているかどうかを確認し評
価する。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確認し評価す
る。
： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上でのポートフォリオになってい
るかどうかを確認し評価する。
： 課題の提出状況、内容などから当授業の理解度などを確認し評価する。

15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。
・遅刻や欠席をしないこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後、各10分程度

場所：

教室または研究室

備考・注意事項： 授業内で指示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

コンテンツ業界における就職活動
コンテンツ業界における就職活動の全体像と実態を把握する

自分の特技や興味のあることを確認してお
く。

2時間

第2回

ポートフォリオとは
就職活動におけるポートフォリオの意味、制作の目的などを理
解する

これまでの制作作品を振り返っておく。

2時間

第3回

メディア関連・コンテンツ業界とは
メディア関連・コンテンツ業界の業態についての基礎知識を学
習し、業界研究の学習準備を進める

これまでの制作作品を振り返っておく。

2時間

第4回

アニメーション産業の業態

興味のあるアニメ作品などを改めて確認して
おく。

2時間

印象に残っている広告があれば列挙してお
く。

2時間

アニメーション産業の業態とポートフォリオ作成のポイントを把
握する
第5回

コンテンツ産業と広告業界
コンテンツ産業と広告業界の役割とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

第6回

ゲーム業界の業態
ゲーム業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把握する

興味のあるゲーム作品を確認しておく。

2時間

第7回

Web制作業界、制作会社の業態
Web制作業界、制作会社の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

自分が好きなWebサイトを確認しておく。

2時間

第8回

映像、CG制作業界の業態

自分が興味のある動画やクリエイターを確
認しておく。

2時間

映像、CG制作業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把
握する
第9回

プロダクトデザイン業界の業態
プロダクトデザイン業界の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する

自分が好きな商品を確認しておく。

2時間

第10回

出版業界の業態
出版業界の業態とポートフォリオ作成のポイントを把握する

自分の好きな書籍を確認しておく。

2時間

第11回

アミューズメント業界の業態

自分の作品に関して改めて状況把握してお
く。

2時間

どのようなポートフォリオを作りたいか確
認しておく。

2時間

アミューズメント業界の業態とポートフォリオ作成のポイン
トを把握する
第12回

ポートフォリオ作成のポイント①
各業界でのチェックポイントの復習と実際に作成する際の注意
点などを学習する

第13回

ポートフォリオ作成のポイント②
各業界でのチェックポイントの復習と実際に作成する際の注意
点などを学習する

課題で出来ていないものの制作を進める。

2時間

第14回

ポートフォリオ実作
今までに自分が作ってきた作品と、当授業で学んだ内
容を元に、Eポートフォリオシステムを用いて簡単なポートフォ
リオを作ってみる。

課題で出来ていないものの制作を進める。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究３【VV】
辰巳清
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

株式会社アミューズにてコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など5000以上の公演を演出・プロデュー
ス。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っ
ている。

授業概要
人工知能をはじめとする各種テクノロジーの発達に伴い、人間が持つ「芸術力」の重要性はかつてない程に高まっています。この授業で
は、短時間のワークとプレゼンテーションを繰り返し行うことで、社会で求められる芸術力の要素である①発案力、②目利き力、③協働
力を養います。それら3つの能力をバランスよく高めることで、様々な社会活動に応用できるセルフプロデュース能力を体系的に修得すること
を目的とします。特にエンタテインメント業界でプロデューサーとして生きていくことを視野に入れた学修を進めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

課題解決のために様々な情報を調査、分
析、分類して配合できる

制限時間内に数多く発案できる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自分の嗜好、志向、思考を分析して言語化で
きる

他人の能力を目利きできる

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークの中でのメンバーとの協
働や、充分なコミュニケーションのもと活
動を円滑に進捗させることができる

2 ．DP5.計画・立案力

10年後の自分の姿を具体的に描き、それを実
現する方法を説明できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提案内容とその成果物

： 最終提案の内容（有効性・合理性）や成果物のレベル（完成度合い）にて評価する。
50％

授業に対する取組み姿勢

： 授業での積極的な発言や行動、リーダーシップについて評価する。
10％

協働する姿勢と分業責任
10％
プレゼンテーション（成果発表）
10％
レポート・振り返りシート
10％
学修到達目標

： グループ学修において情報共有やディスカッションなどの自発性、役割分担における責任感につい
て評価する。
： 提案内容が相手にわかりやすく説得力をもって伝えることができたかどうか。また、発表におけ
る各人の役割分担が的確になされていたかを評価する。
： 専門研究授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めてレポートを提
出し、それを評価する。
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。

10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
①手塚治虫『火の鳥 鳳凰編』朝日新聞出版ほか
②リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット『LIFE SHIFT―100年時代の人生戦略』東洋経済新報社 2016年
③リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット/松枝尚嗣/室井博文『まんがでわかる LIFE SHIFT』東洋経済新報社
④ジェームス・W・ヤング『アイデアの作り方』CCCメディアハウス 1988年
⑤宮津大輔『今すぐスタート！「好き」から作る 定年後の稼ぎ力』日経BP 2019年
⑥中野信子『自己肯定感が高まる脳の使い方』プレジデント社 2020年
⑦落合陽一『落合陽一 34歳、「老い」と向き合う:超高齢社会における新しい成長』中央法規出版 2021年
⑧長谷川祐子『「なぜ？」から始める現代アート』NHK出版新書 2011年
⑨Robert Edgar“The Arena Concert: Music, Media and Mass Entertainment”New York City, Bloomsbury 2016

2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上（５時間）の授業外学修が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館 情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で相談・質問を行う場合、事前に電子メール等で連絡してください（メールアドレスも初回授業でお示ししま
す）。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

エンタテインメント業界を概観する
この授業での学びと養われる力を把握する
・芸術芸能のプロになるのは難しいのか
・緊張しない秘訣

参考図書を2冊以上、精読して授業内容や教
員への質問を考えてくる

5時間

第2回

発案力を養う①発案力を伸ばす
・発案力を伸ばすために
グループワーク「映画作品の企画」

劇場で映画を2作品以上見てくる

5時間

第3回

発案力を養う②多様な視点で考える

参考図書①を読んでくる。アニメや小説では
なく必ずマンガを読むこと

5時間

親しい人に向けた手紙を10通以上、書いてく
る

5時間

過去に行ったイベントのレビューを2つ以上
書いてくる

5時間

授業内で指示する「美術館・博物館で自
分を知る」を実行してくる

5時間

授業内で指示する「自分感動史」と「1週
間の動画視聴日記」を作成してくる

5時間

・多様な視点で考える
グループワーク「集団創作」
第4回

発案力を養う③傾聴力を身につける
・傾聴力を身につける
グループワーク「手紙を書く会」

第5回

目利き力を養う①レビューする習慣をつける
・レビューする習慣をつける
・先行研究の調べ方
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第6回

目利き力を養う②自分の「好き」を知る
・自分の「好き」＝志向・嗜好・思考を知る
・演出の設計＝構成(美術展を題材に)
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第7回

目利き力を養う③自分の志向・嗜好・思考を知る
・ビジネスに役立つアート思考
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第8回

プロデューサーの役割①イベントの企画
・オリジナルイベントの企画
グループワーク「自分の葬式を企画する」

葬送儀礼に関して調査してくる

5時間

第9回

プロデューサーの役割②演出の設計

好きなアーティストについて「こんなコン
サートがあればよい」というアイデアをまと
めてくる

5時間

自分が感動したコンサートについて考察して
くる

5時間

・演出の設計＝構成
グループワーク「セットリスト作成」
第10回

プロデューサーの役割③大規模コンサートの歴史
・大規模コンサートの歴史と演出技術の進歩
グループワーク「個人ワークの相互評価」

第11回

セルフプロデュース①自己分析
・自分を漢字一文字で表す
・社会での自分の属性を書き出す
グループワーク「個人ワークの相互評価」

自分の将来の夢を書いてくる

5時間

第12回

セルフプロデュース②他己分析
・自分の弱みと強みをSWOT分析する
・自分株式会社の中長期計画を策定する
グループワーク「個人ワークの相互評価」

自分の人脈マップを描いてくる

5時間

第13回

プレゼンテーション

発表資料を作成し、5回以上、発表の練習をし
てくる

5時間

授業全体を振り返り、学修した様々な知識に
ついて復習し、感想を含めたレポートを書い
てくる

4時間

授業内で指示する課題について発表する
第14回

学修到達目標調査
最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習１【IA】
唐仁原希・川廣友里
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

画家として活動しており、絵画制作という実践の中で、画材の扱い方、デッサン、人物や風景の描き方の研
究を行っています。(全14回)

授業概要
イラストレーション表現に必要な基礎的描写力の向上を目的としています。イラストレーションの領域では、デフォルメの技術を用い、モチー
フを誇張、変形し、自由に表現することが可能です。しかし、その前段階として、基礎的なデッサン力を有して空間を把握して描く力、さら
に、色彩表現を自在に行うために画材を扱う技術は欠かせません。本授業では、あらゆる表現の根幹となる写実描写力を高め、それをイラスト
レーションに応用する技術を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションを描く上で必要な描写力

モチーフを正確に描写するためのデッサ
ンの技術や、画材の特性を学び、「表
現」の基本となる描写力を身につける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

問題解決し、実践する力

・与えられた課題の意図を把握し、適
切な作品を制作することができる。
・課題で学んだ技術を応用し、様々な表現技
法に対応することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

合評会での作品発表を通じ、自分の作品を客
観的に振り返り、課題の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

・合評会での発表時、論理的な思考を心が
け、オーディエンスに分かりやすく内容を伝
達することができる。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工
夫を把握し、客観的、且つ、論理的な批
評を行うことができる

3 ．DP6.行動・実践

作品制作に必要な資料の収集や、実験的な制
作を自主的に行うことができる。

4 ．DP7.完遂

・志を高く持ち、良質な作品を完成させる意
識を持つことができる。
・日頃から公性を意識し、制作した作品に責
任を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技と課題提出
60％

： ・課題の意図を把握できたか。 ・クオリティーの高い作品を制作できたか。 ・画材の特性を理
解し、創意工夫ができたか。 ・制作のために幅広い調査と研究が行えたか・試験期間中に提出し
た課題を評価の対象とする。
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受講態度
20％
合評会・プレゼンテーション
20％

： ・熱意を持って授業に取り組んでいるか。 ・教員と積極的にコミュニケーションを取り、意欲
的に学ぶ姿勢があるか。 ・提出物などの期限を守れているか。
： ・自分の作品を客観的に振り返り、課題発見ができたか。 ・他者の発表から、作り手の意図や表
現の工夫を把握し、客観的な批評を行えたか。 ・論理的な思考を心がけ、聴衆に分かりやすく内
容を伝達できたか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『今日の芸術～時代を創造するものは誰か～ 』岡本太郎(光文社知恵の森文庫)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限

場所：

南館3階 研究室2

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション /基礎課題【1】絵の具のマチエールと筆
致による表現
[1]講師紹介
[2]今後の授業の進め方についての説明

・次の課題の準備（さまざまな支持体を準
備する）

2時間

授業に引き続き、様々な支持体に人
物を描く。

2時間

[3]絵の具のマチエールと筆致による表現を学ぶ
・りんごを描きながら、絵の具のマチエールや筆致の多様性につ
いて学ぶ。
[4]学んだマチエールと筆致による表現を使用し「感情
的な手」を描く。
・「喜」「怒」「哀」「楽」の4つの感情の中から好きなもの
を選ぶ。
・選んだテーマに合わせてマチエール、筆致、色彩を選
択し、手を描写する。（アクリル絵の具の三原色と白色のみ使
用し、混色を意識する）
第2回

基礎課題【2】さまざまな支持体に描いていみる
前回学んだマチエールと筆致による表現を使用しながら、さまな
ざま支持体に絵を描く。
・20種類以上の支持体（紙や布等）を準備し、1枚につき人
物を一人描く。
・線を描く際、画材の種類（鉛筆、ペン、筆等）をでき
る限り多く用いること。彩色は自由に行って良い。
・人物描写について観察する。
・支持体と画材（線の種類）の相性について考える。

第3回

基礎課題【3】マチエールと支持体を意識した作品制作
前回までの授業を参考に、各自マチエールと支持体を選択し人物
画を描く。

進行に遅れのある者は制作

2時間

第4回

基礎課題【4】マチエールと支持体を意識した作品制作
作品制作と個別指導

合評会に向けて人物を完成させる。

2時間

・合評会を振り返り感想文を書く。・次週課
題に使用する画材を準備する。

2時間

課題を継続して巻物に風景スケッチ。（大学
外でも可）・次週課題のための資料収集（画
集が望ましい）

2時間

第5回

基礎課題【5】合評会
[1]クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
[2]講師がそれぞれの作品について批評する。
[3]クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
[4]課題提出

第6回

基礎課題【6】風景スケッチ
大学内の風景を配布した巻物にスケッチ
・巻物は1本以上描き切ること。(画材は自由)
・人物も含めた風景を描くこと。

第7回

応用課題【1】スケッチを作品に利用する
巻物にスケッチした風景や人物を自分の好きな作家風に描き変え
る。
・持参した資料を元に好きな作家の癖や技法を研究し、自
分の描いた人物スケッチに落とし込む。

進行に遅れのある者は制作

2時間

第8回

応用課題【2】スケッチを作品に利用する
作品制作と個別指導

進行に遅れのある者は制作

2時間

第9回

応用課題【3】スケッチを作品に利用する～

合評会までに課題作品を完成させる。・次
回の合評会で話すべきことを考える。

2時間

・合評会を振り返り感想文を書く。・次週課
題に使用する画材、資料を準備する。

2時間

・作品制作と個別指導
・作品を完成させる。
第10回

応用課題【4】合評会
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[1]クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
[2]講師がそれぞれの作品について批評する。
[3]クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
[4]課題提出
[5]中間ルーブリックの実施、振り返りシートの作成
第11回

応用課題【5】作品制作のための調査/指定された世界観描く/資
料収集
指定された美術作品とその中に描かれた人物を調査し、自
分の好きな作家風のキャラクターに描き起こす。（画材は自由）
・人物だけでなく美術作品の特徴についても調査し、それに基づ
いた作品に仕上げていく。
・選択した人物や美術作品について収集した資料をファイリン
グする。（ファイルも合評会後提出する）

・進行に遅れのある者は制作・引き続き、資
料収集は行いファイリングする。

2時間

第12回

応用課題【6】作品制作のための調査/指定された世界観描く/作
品制作
作品制作と個別指導

・進行に遅れのある者は制作・引き続き、資
料収集は行いファイリングする。

2時間

第13回

応用課題【7】
描く/作品制作

合評会までに課題作品を完成させる。・次
回の合評会で話すべきことを考え、資
料を整える。

4時間

合評会をこれまでの課題を振り返り、感想
文を書く。

2時間

作品制作のための調査/指定された世界観

・作品制作と個別指導
・作品を完成させる。
第14回

応用課題【8】 作品制作のための調査/指定された世界観
描く/合評会
[1]クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
[2]講師がそれぞれの作品について批評する。
[3]クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
[4]課題提出
[5]最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習１【VD】
桐原一史
VDコース・1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
ビジュアルデザインのレイアウトには基本的なルールやセオリーがあります。選択する手法、文字、イラストレーション、写真、配色などに
よってその印象は大きく変化します。この授業ではレイアウトに関する基礎演習と応用演習を通じて課題制作（フライヤーとポスター制
作）を行います。テーマに沿ってキービジュアルに写真やイラストレーションを用いて作品を完成させます。最終的に完成した作品の出
力を行いその過程でDTPのプロセスについても学修します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

PCを使ったデザイン制作からDTP出力への一
連の制作フローを体験する。

レイアウトの手法や目的を理解し、自分の作
品を通じてその効果を認識する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自分が撮影した写真や描いたイラストレー
ションをキービジュアルとして用いてフライ
ヤーやポスター制作を行い、そのプロセ
スを学修する。

レイアウトの基本的なルールやセオ
リーを学び、デザインを行う上での必要なス
キルを身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

制作過程でのアドバイスから様々な課題を認
識し、修正していくプロセスを身につける。

2 ．DP5.計画・立案力

作品の制作において立案力を養うととも
に様々なデザイン要素に対して計画的に制
作を進めていく力を培う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品としてのオリジナリティーと完成 ： オリジナリティーを大切にし、また完成度を持って魅力的に表現できているかを評価する。
度
50％
課題制作における計画性

： プロセスを理解し計画的に制作を進めることができているかを評価する。
20％

各授業に対する取組み姿勢

： 興味をもって学修しようとする積極的な姿勢（発言力）を評価する。
10％

作品プレゼンテーションと作品提
出（課題提出）

10％

学修到達度評価

： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後に作
品（課題）を提出し、評価する。
： 演習全般における学修成果の到達度について評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
デザイン・レイアウト「プロの流儀」（MdN）、DTPベーシックガイダンス（日本印刷技術協会）、レイアウトの「き」（佐藤直樹 著）、デザイ
ン。知らないと困る現場の新100他のルール（MdN） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス

デザインレイアウト演習：基礎

①講義としてレイアウトに関する事例を紹介しながら手法につい
て学びます（シンメトリー、対比効果、ホワイトスペース、ジャ
ンプ率、導線など）
②仮想のフライヤー（A4）の制作依頼に基づき、ラフ案をアナロ
グ（スケッチブック上）で検討する。
③面談形式にて質問などの対応とアドバイスを行う。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明
第2回

デザインレイアウト演習：基礎

レイアウト手法の選択

①複数のラフ案に対してPCでレイアウト制作を始めます。そ
の際に学修したレイアウト手法を試す。
②効果的な書体やキーカラーなどの検討を行う。
③面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第3回

デザインレイアウト演習：基礎

PCによる完成度向上

①制作案の絞り込みを行い、PC上でブラッシュアップをおこな
い完成を目指す。
②面談形式にて、制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第4回

デザインレイアウト演習：基礎

作品の発表と合評

①作品について、各自発表し、合評を行う。
②デザインレイアウト演習：基礎についての総評とまとめ
を行う。
③デザインレイアウト演習：応用の課題説明を行う。

各自で授業の振り返りを行い、ラフ案につい
てバリエーションを増やしておく。

4時間

引き続き制作を進め、自分が一番進めた
い案の絞り込みを行う。

4時間

制作を継続し、フライヤーを完成させて
る。次回授業の合評のためにA4カラー出
力を行っておく。

4時間

次の課題について独自のアイデアの検
討を行っておく。

4時間

第5回

デザインレイアウト演習：応用
ビジュアル（イラストレー
ション、写真）を用いたポスター制作（テーマ：自分の個展）
①与えられたテーマ設定のもとに独自のコンセプトとポスターと
して必要な情報について考察します。
②テーマに沿って表現に必要なビジュアル案（アイデア）の検
討をおこないます。
③面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスをおこないます。

この制作上のキービジュアルについて幅
広いアイデアの検討を行っておく。

4時間

第6回

デザインレイアウト演習：応用
ビジュアル（イラストレー
ション、写真）を用いたポスター制作

キービジュアルについてアイデア検討を継
続する。ネットや実物など参考になるも
の（ポスター）を独自で調査する。

4時間

キービジュアルの作成方法について検討して
おく。PC上で制作するか、またはアナログ手
法で紙面上に制作した後にスキャンし
てPCに取り込むか検討を行っておく。

4時間

①独自のコンセプトとポスターとして必要な情報の整
理を行い、テキストと必要なアイテム（構成要素）の立
案を行う。
②キービジュアルのラフ案をスケッチブック上で複数検討する。
③面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第7回

デザインレイアウト演習：応用
アウトラフ案の検討

キービジュアルと全体レイ

①キービジュアルと必要なテキストを含め、ポスター全体のレイ
アウト案を検討する。
②キービジュアルのラフ案の絞り込みを行う。
③面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第8回

デザインレイアウト演習：応用
ラフ案からPでの本制作へ
①キービジュアルと必要テキストなどを含めたポスター全体のレ
イアウトのカンプを手書きにて作成する。
②面談形式で出来上がったカンプの確認を行い、アドバイスのも
と本制作に進む。
キービジュアル自体をアナログ制作するか、PC制作するか、そ
のスタイルにて判断を行う。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う 。

キービジュアルの本制作を進める。

4時間

第9回

デザインレイアウト演習：応用 作品全体のレイアウト・タイ
ポグラフィー・カラーなどの精査
①キービジュアルの本制作については個々に教員と確認、相談を
しながら進める。
②ポスター全体の表現をイメージしながらビジュアルの構図、タ
イポグラフィー、カラーについて精査を進める。

授業での教員のアドバイスをもとにキービ
ジュアルのブラッシュアップを進める。

4時間

第10回

デザインレイアウト演習：応用
キャッチコピー、サブコ
ピー、ボディコピーの検討
①キービジュアルの本制作を進める。
②ポスター全体のすべてのデザイン要素をPC上で仮にレイアウ
トしてみてバランスを見る。
（キャッチコピー、サブコピー、ボディコピーの検討）
③仮のレイアウトからの発見や気づきをもとに、教員と修正ポイ
ントについて確認を行う。

授業での修正ポイントについて、本制作に反
映させておく。

4時間
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第11回

デザインレイアウト演習：応用
キービジュアルの完成とデ
ザインエレメントの精査
①キービジュアルを完成させる。
②レイアウト上のテキストについて目的と役割に適した書体の選
択がなされているかどうかの確認を教員と一緒に行う。
③キービジュアルとテキストのレイアウト手法とそのバラン
スや印象を決めるキーカラーについての確認とアドバイ
スを行う。

授業での修正箇所について本制作に反映させ
ておく。

4時間

第12回

デザインレイアウト演習：応用
レイアウト手法の確認とプ
レゼンテーションの準備
①完成したキービジュアルについてPC上でレイアウト検討を行っ
たり、色の調整等を行う。
アナログのビジュアルについてはスキャンを行いデジタルデー
タへの変換を行いPCに取り込む。
②PC上でポスター全体のレイアウト構想を行う際に、基礎演
習で学修したレイアウトの手法や効果についてその応用を検討す
る。
③次回、作品発表に向けて、出力などの準備を行う。

プレゼンテーション用に作品の出力を完成さ
せる。

4時間

第13回

作品発表会（プレゼンテーション）

他のメンバーの作品について、自分なりに参
考になった部分をピックアップしておく。

4時間

総評や復習で修学したことを、各自整
理し、まとめておく。

4時間

①各自、自分の作品のプレゼンテーションを行う（1人4分程度）
（A3実物出力を持参）
②作品（課題）の提出
第14回

完成した作品（課題）の講評と授業のまとめ
①完成したポスターについて個々に講評を行う。
②制作に関して苦労した点や工夫した点について全体で意見交
換を行う。
③授業全体の振り返り（総評）とまとめをおこない、制作上のポ
イントについて復習する。
＊最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習１【AC】
宮本佳子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
クリップスタジオを用いた作品の仕事経験

実務経験の概要

授業概要
基礎的なキャラクターの作画方法の習得と、各自のキャラクターを使用しアニメーション制作におけるキャラクターの基本的な動かし方を身に
つけることを目的とする。制作はデジタルでクリップスタジオのソフトを使用する。
キャラクターの動きの基本である慣性、落下、誇張などの「運動の自然法則」を理解し表現する。中割りの法則を学び、実際に描くことで中
割の技法を身に着ける。実写からアニメーションを作る、ロトスコープアニメーションを作成することで人間の動きの法則を学びアニメーショ
ン制作方法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

デジタルイラストソフトの機能を理解し、ア
ニメーション制作方法を学ぶ。

アニメーション制作に関わる就職を目
指し、必要な知識と技術を身に着ける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

デジタルソフトの機能の理解と、アニメー
ション制作における計画を立てることによっ
て効率的に制作できる思考を身につける。

2 ．DP6.行動・実践

計画した内容に沿って作品を制作できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題・試験（課題提出）

： 作品の提出の有無、授業内に提示された課題に則って制作されているか。
40％

ツール・技法の理解
30％
受講態度
30％

： デジタルソフトの使い方を正しく理解し、使いこなせているか。アニメーション技法を理解し表現
出来ているか。
： 積極的に学習しているか、講評に積極的に参加しているかを評価する。私語や携帯電話の使用な
ど、授業の妨げになる行為は減点対象となる。私語や携帯電話使用注意の際は、学生立ち合いの元
記帳を行う。

使用教科書
指定する
著者
吉邉 尚希

タイトル
・

出版社

ショートアニメーション メイキ ・ 技術評論社
ング講座 ~吉邉尚希works by
CLIP STUDIO PAINT PRO/EX

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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"本科目は2単位の科目であるため、平均すると4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組み、その回の授業で目標としている行程まで作成し、次回の授業に向けて予習をすること。
◆｢教室内マナー｣について
1．学生の心構え
①周囲の学生に迷惑をかけない。
②授業に積極的に参加する。
２教室内マナー(受講マナー）
①居眠り厳禁
(1)居眠りは周囲に伝染する。
(2)本人が気付かぬ迷惑を周囲に与える。
②授業中の飲食､化粧､私語厳禁
③遅刻厳禁
④机上に不要な私物を置かない。
(1)カバン､バッグ､スマホ､ペットボトル等の飲食物など
⑤授業開始及び終了時は起立して元気に挨拶
⑥携帯･スマホは､原則出欠確認のみに使用すること(出欠確認後は机上に置かない)雪
⑦授業中は脱帽厳守"

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業内で適宜指示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ボールを跳ねさせる/①ラフ
アニメーションの基本的な動きを用い、自分の絵でボー
ルを描き、動かす。
動きの緩急、形の変動などがあることを知る。
キャラクターをデザインし、ラフを制作する。

ラフ完成、資料集めを各自行いアニメーショ
ンの動きの理解を深める。

4時間

第2回

ボールを跳ねさせる/②線画
ラフを元に線画を描く。

線画を完成させておく。

4時間

第3回

ボールを跳ねさせる/③着色
キャラクターの着色を行う。

色を完成させておく。

4時間

第4回

ボールを跳ねさせる/④仕上げ

制作を進める上で上手くいかなかったところ
をまとめ、対策を考える。 次回授業の用意と
してジャンプの動きの資料を集める。

4時間

作成した絵をアニメーションになるよう仕上げる。
第5回

キャラをジャンプさせる/①動きを理解する・キャラ作成
ボールを跳ねさせた動きを元にし、自身のキャラクターを作
成しジャンプさせる。
パーツが増えるのでそれぞれの動きに注意する。

キャラクターを作成、資料集めを各自行う。

4時間

第6回

キャラをジャンプさせる/②ラフ
動きの法則を注意してラフを描く。

作品作成を進める。

4時間

第7回

キャラをジャンプさせる/③線画
ラフを元に線画を描く。

線画を完成させておく。

4時間

第8回

キャラをジャンプさせる/④着色
キャラクターの着色を行い完成させる。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

着色を完成させておく。

4時間

第9回

キャラをジャンプさせる/⑤仕上げ

制作を進める上で上手くいかなかったところ
をまとめ、対策を考える。 次回授業の用意と
してロトスコープを調べてくる。

4時間

キャラクターデザインを完成させておく。資
料を集めを各自行う。

4時間

作成した絵をアニメーションになるよう仕上げる。
第10回

ロトスコープアニメーションを作る/①実写作成
実写をトレースしアニメーションを制作する技法、ロトスコープ
アニメーションを行う。
実写で動画を作成し、その動画を使用してアニメーションを作
成する計画を立てる。
アニメーションに使用するキャラクターを作成する。

第11回

ロトスコープアニメーションを作る/②キーフレームを描く
実写を元にラフを描く。動きのポイントとなるフレーム（キーフ
レーム）を決めて先に描く。

キーフレームを完成させておく。

4時間

第12回

ロトスコープアニメーションを作る/③中割フレームを描く
キーフレームの間のフレーム（中割フレーム）を描いていく。フ
ルアニメーションにならないように注意する。

中割フレームを完成させておく。

4時間

第13回

ロトスコープアニメーションを作る/④着色
キャラクターの線画に丁寧に着色を行う。着彩方法は基本的にア
ニメ塗りが好ましい。

着色を完成させておく。

4時間

第14回

ロトスコープアニメーションを作る/⑤仕上げ・合評

授業全体を振り返り、学んだ技術を復習す
る。

4時間

作成した絵をアニメーションになるよう仕上げる。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成

264

4339

331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習１【MD】
藤川亜美・はたのさとし
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
それぞれプロの漫画家およびイラストレーターとして背景を含む作品の制作、発表の実績あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
背景（パース）の基礎的な知識や技術を学び、これからのマンガ制作やイラスト制作に活かすことを目的とする。
パースの基本ともいえる一点、二点の透視図法はもちろんのこと、分割や増殖といった細かな技法も習得していく。立方体から始まり、ビ
ル街・廊下・教室の一枚絵から、最終的には2P以上のマンガの完成を制作を行う。徐々にステップアップする課題をこなすことで、知識と技
術の向上を目指す。
また、背景とキャラクターを同時に描くことで、キャラクターにもパースがかかることを理解し、より説得力のある画面作りができるようにす
る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

背景（パース）の知識や技術の理解

一点、二点の透視図法や分割、増殖などの技
法を理解し、活用することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

キャラクター、背景を含むイラストやマン
ガの制作技術

パースの知識、技術を自身の作品に活か
し、制作することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

説得力のある背景を描くための技法を積極
的に取り入れ、挑戦や修正をすることができ
る

2 ．DP6.行動・実践

技法を正しく理解し、世界観やアイデアを効
果的に表現するための背景を制作できる

3 ．DP7.完遂

常にクオリティアップを目指し、主体
的に取り組み、作品制作を行うことができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題・制作物、試験（課題提出）
70％
受講状況

： 課題を正しく理解し必要な技法を習得したうえで作品制作が出来ているかどうか、総合的な描写表
現をもとに評価する。規定枚数の課題が提出されていること。試験期間中に提出の課題を評価の対
象とする。
： 各回のヒアリングによる進行度チェックにて、積極的に学習しようとしているかを評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で提示

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められている。
「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

藤川：水曜3限（13:10～14:50）

場所：

藤川：南館3F研究室2

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室で指導します。
はたのについての詳細は授業時に説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

マンガ制作基礎／キャラクターと立方体を描く
授業前半は、原稿用紙、ペン、インク、トーンの扱い方を学ぶ。
ペンテクニックによるカケアミや効果線、トーンワークによる陰
影やぼかしを体験する。
授業後半は、一点透視図法でを用いて机や椅子を描写する。隣に
はオリジナルのキャラクターを立たせること。
全体のデザインや質感表現にもこだわりながら仕上げること。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。

第2回

ラフスケッチでパースを捉える
定規を使わず、フリーハンドでパースを捉え、屋内や屋外を描
写する。
フリーハンドであってもアイレベルや消失点はしっかり意識しな
がら仕上げること。
これから背景を描き進めるうえで必要なパース感覚をここで身に
つける。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。

第3回

一点透視図法／ビルを描く
窓を描くための「分割法」を学びながら、一点透視図法を用い
てビルを描く。
全体の凹凸や細部の形、影のつき方などをよく観察し、丁寧に仕
上げていく。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。

原稿用紙の扱い方など基本の復習を十
分に行う。

2時間

ペンテクニックなど基本の復習を十
分に行う。

2時間

一点透視の理解を深めるため自宅で復習す
る。

2時間

第4回

一点透視図法／廊下のシーンを描く① 下書き
扉や窓を描くための「増殖法」を学びながら、一点透視図
法を用いて廊下を描く。
廊下にはキャラクター（2人以上）も配置すること。
周囲のモチーフとキャラクターの大きさの比較、それぞれの奥
行きのつけ方などに気をつけながら作画を進める。
教科書や自身で集めた資料も参考にすること。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第5回

一点透視図法／廊下のシーンを描く②

廊下など、学校関係の資料集めなどを行い課
題にリアリティをもたせる。それぞれの廊
下をイメージし複数の人物を配置する。

2時間

ペン入れ

キャラクターが背景に埋もれないよう、線の重ね方やペンの強
弱など、立体感が出せるペンタッチを模索しながら描く。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。
第6回

二点透視図法／ビル群を描く① 下書き
二点透視図法を用いてビル群を描く。
それぞれのビルの高さ、窓の大きさ、その他の形に整合性が取れ
るようデザインしていく。
ビル群の中に公園や並木道など、自然物の描写も追加すること。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第7回

二点透視図法／ビル群を描く②

教室の資料集めを行い課題作品にリアリ
ティをもたせる。

2時間

ペン入れ

近景、遠景の建物の線の表現の違いや、植物のペンタッチを模
索しながら描く。
教科書や自身で集めた資料も参考にすること。
第8回

二点透視図法／ビル群を描く③ 仕上げ
細部のディティールを書き加えるなど、全体をブラッシュさせな
がら丁寧に仕上げていく。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。
中間ルーブリックの実施、フィードバック。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第9回

二点透視図法／教室のシーンを描く① 下書き
二点透視図法を用いてビル群を描く。
教室内にはキャラクター（2人以上）も配置すること。
キャラクター同士の関係性、ストーリー性、世界観なども意識し
ながら、一枚絵としての完成度が高くなるように描く。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第10回

二点透視図法／教室のシーンを描く② ペン入れ
これまでの課題と比べ、画面内に配置するモチーフが増えるぶ
ん、よりそれぞれのバランスや形に気をつけながら描く。
教科書や自身で集めた資料も参考にすること。

二点透視の理解を深め、復習を十分に行う。

2時間

第11回

二点透視図法／教室のシーンを描く③ 仕上げ
細部のディティールを書き加えるなど、全体をブラッシュさせな
がら丁寧に仕上げていく。
次回の冒頭で提出し、合評を行う。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第12回

背景のあるマンガを描く① ネーム
これまでに学んだ技術を活かし、2ページ以上のマンガを制作す
る。
1点透視図法を使った背景と2点透視図法を使った背景をそれぞ
れ作品の中に組み込むこと。
参考用のプロットを配布するが、オリジナルのストーリーを展
開しても良い。

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間

第13回

背景のあるマンガを描く② ペン入れ

ペン入れなど、課題制作を自主的に進める。

2時間
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コマごとの完成度はもちろん、ページ全体のバランスにも気をつ
けながら作画を進める。
教科書や自身で集めた資料も参考にすること。
第14回

背景のあるマンガを描く③ 仕上げ
細部のディティールを書き加えるなど、全体をブラッシュさせな
がら丁寧に仕上げていく。
授業の最後に合評を行う。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）。
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全体を振り返り理解を深め授業の総括をす
る。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習１【MD】
宮本佳子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
Photoshop及びCLIP STUDIOを使用してのイラストレーション制作の実務経験有（全14回）

実務経験の概要

授業概要
フォトレタッチソフトの実質的な標準と言われ、デザインの仕事の現場で最も多く使用されている「Photoshop」。
イラストやマンガ制作に特化し、クリエイターのシェア率が高い「CLIP STUDIO」。
この授業では、Photoshop及びCLIP STUDIOの基礎知識と技術を身につけ、今後の作品制作に役立たせることを目的とする。キャラクターのデザ
インや人体のバランス、構図や色彩を学びながら、イラスト制作に役立つツールはもとよりテキスト機能・フィルター機能・アニメーション機
能など、デジタルならではの機能を活かした作品制作を進めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

デジタルソフトでイラストを描くための基本
的な知識を身につける。

多くのデザインの現場で使われているソフ
トを理解し、使用することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってキャラクターや構
図を考え、提案することができる。

2 ．DP6.行動・実践

学んできたことを振り返り、自己の課
題に活かすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
70％
受講状況
30％

： 課題を正しく理解し必要な技法を習得したうえで作品制作が出来ているかどうか、10点満点で評
価する。提出遅れは減点とし、未提出が重なる場合には成績評価を行わない。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 各回課題を理解し、積極的に学習しようとしているかを評価する。私語や携帯電話の使用など、受
講の妨げになる行為は減点の対象となる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は指定しない
が、各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
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場所：
備考・注意事項： 授業内で適宜指示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション＋食べ物の擬人化①／ラフ
授業冒頭で、Photoshop及びCLIPSTUDIOを使用しオリジナルの宝
石やレースを制作する。
そこで基本的な線の引き方や塗りつぶし方、定規ツールやマス
ク機能などを学習する。
*
一つ目の課題では、オリエンテーションで説明したツー
ルを使いオリジナルイラストを制作する。
それぞれ「好きな食べ物」を一つ選びそれを「擬人化」してい
く。
食べ物の特徴からイメージを連想・発展させたキャラクターデザ
インを行う。

第2回

食べ物の擬人化②／線画
人体のディティールや全体のバランスに気をつけながら作画して
いく。
キャラクターの個性が伝わるよう、ポーズにも個性がある
と良い。

授業内で紹介した以外のフィルターやテクス
チャを試す。

4時間

テーマにしたい食べ物についての情報を収
集する。見た目は勿論、原材料や産地、歴
史なども調べておくと発想が広がる。

4時間

第3回

食べ物の擬人化③／着色
レイヤーのモード変更やマスク機能、色の変更方法など
を思い返しながら、キャラクターの着色を進める。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

4時間

第4回

3コマ漫画を作画する①／ラフ

好きなマンガの構図、表情、演出などを調べ
てくる。

4時間

描きたい構図を描くための参考資料を集めて
おく。

4時間

二つ目の課題では、テキスト機能を学習する。
授業内で提示された「3コマ」のお題に従い、配布されたテンプ
レート上にイラストを描き込んでいく。
キャラクターのデザインや話の展開、台詞などは自由に変更し
て良い。
第5回

3コマ漫画を作画する②／線画
吹き出しの配置は読みやすいかどうか、キャラクターの状
況は分かりやすいかどうかに気をつけながら構図を決める。

第6回

3コマ漫画を作画する③／着色
背景からキャラクターが浮かない（or 沈まない）よう、全
体の彩度や明度、影の濃さに気をつけながら配色を行う。

講評会へ向け、作品を仕上げる。

4時間

第7回

3コマ漫画を作画する④／仕上げ
文字を打つときは大きさだけではなく、フォントの種類・行
間・行変え・揃えなどに注意して行う。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

2時間

第8回

写真加工とキャラクター①／加工

使用したい写真の収集や撮影を行う。いくつ
か候補があると良い。

4時間

キャラクターデザインのアイデ
ア出し及び描き込みを行う。

4時間

三つ目の課題では、フィルター機能を学習する。
フィルターギャラリーを用いて写真を加工＋手作業によ
る描き込みを行い、写真をイラスト風に仕上げていく。
デジタルならでは機能と手書きを融合させ、自然に見られる作
品を制作する。
第9回

写真加工とキャラクター②／線画
イラスト風に加工した写真の上に、サイズ感やパースに注意しな
がらオリジナルキャラクターを描き込む。

第10回

写真加工とキャラクター③／着色
キャラクターと背景が馴染むよう、背景の色味や濃度に合わせ
てキャラクターの着色を行う。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

4時間

第11回

走るアニメーション作成①／ラフ

走る人の動画や写真を集め、理解を深めてお
く。

4時間

キャラクターデザインのアイデ
ア出し及び描き込みを行う。

4時間

四つ目の課題では、アニメーション機能を学習する。
自由にキャラクターをデザインし、「走り」の表現を行う。
連続した動きを描くことで人体や服装への理解が深ま
り、生き生きとしたイラストが描けることを目指す。
第12回

走るアニメーション作成②／線画
手足の曲げや伸びだけでなく、上体の角度や浮き沈みも意識しな
がら作画を進める。
ラフの段階で一度動画にし、問題がなければ線画に入る。

第13回

走るアニメーション作成③／着色
髪や服は多少大袈裟に動かした方がアニメーションやイラストで
は魅力的に見える。
線を大きく動かす練習をしながら、引き続き作業を進める。

講評会へ向け、作品を仕上げる。

4時間

第14回

走るアニメーション作成④／仕上げ

授業全体を振り返り、学んだ技術を復習す
る。

4時間

コマごとに装飾が違っていないか、レイヤーの順番が間違ってい
ないかなど最終的な確認をしたら動画に書き出す。
完成の後、講評会。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習１【VV】
浅田伸
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

映画、テレビ番組、ＣＭ、Ｗｅｂ動画など様々な商業メディアにおいてプロデューサー・ディレクター・CGス
タッフ・音楽スタッフ等の経験を有する。（全１４回）

授業概要
映像制作に不可欠なカメラや照明等の機材の使い方とコンピューターを使った編集を学び、
映像そのものの感覚と、イメージを具体化する表現力を磨く。
また録音や整音についても体験し、サウンドトラックの基礎的な技法を身につける。
その際、媒体の種類（映画・ＣＭ・テレビ番組・Ｗｅｂ動画...）、ジャンル（ドラマ、報道・ドキュメンタリー ...）、技法（実写・アニメー
ション・ＶＲ…）にまつわるバリエーションについて概要を紐解き、さらなる応用と発展への道筋について理解を促す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

カメラやマイクと編集ツールの使い方につい
て詳細に経験する。

撮影・録音・編集という職能について深く理
解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

カメラやマイク、編集ツールを使って映像作
品を完成させる。

制作プロセスにおける成功や失敗を体感さ
せ、現場でのミスを回避できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

自ら構想したアイデアを適切な資料に落と
し込める。

2 ．DP6.行動・実践

与えられた課題を自らの力でやり遂げること
ができる。

3 ．DP7.完遂

作品の完成に不可欠な粘り強さを体得する。

4 ．DP8.意思疎通

企画した意図を作品で表現することができ
る。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた役割に応じ、行動に結び付けるこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の課題に対する提出物

： 各授業内容の理解度を提出物をもって評価する。未提出の場合は減点の対象とする。
30％

受講状況

： 課題への取り組みにおける積極性、授業中の態度等から総合的に判断する。
20％

期末発表
50％

： 作品において各場面の演出が適切かどうか、およびテーマやメッセージが正しく伝えられたかどう
かを評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
「映像カメラマンのための構図完全マスター」益子広司・内田一夫（玄光社）
「図解・実践 映像ライティング」櫻井雅章（玄光社）
「音声収録＆整音ハンドブック」池野一成ほか
（玄光社）
上記については教科書として指定される書籍ではないが、ごく一般的で習得に価する。
（授業の際、必要に応じて随時資料を提供する）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また撮影に関わる一部の授業を、土曜日を主体とした集中授業として実施する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレスに送ってくださ
い。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

映像制作のワークフローと演出
・一般論としての映像制作を概観し、全１４回の流れと基幹演
習２および３へのステップについて展望しつつ、個人およびグ
ループ別で企画・制作する際の作成すべき資料（絵コンテ・台
本）について仕様を学ぶ。
・サンプル作品をみながら、「演出と画角・技法」について関係
性を学ぶ。
・サンプルのポートフォリオサイトを閲覧し、学生生活の中で制
作すべき作品群について構想する。

第2回

撮影技術と演出（１）絞りとフォーカス
・ビデオカメラの基本である絞り・フォーカスについて学び、実
際に扱うことで撮影の理論に習熟する。
・編集ソフトウェアに取り込み、適切なタイムライ
ンに並べ、バックアップする作業を行う。

第3回

撮影技術と演出（２）シャッター
カメラの設定と被写体の明るさの関係について学び、実機を用い
たマニュアル撮影を実践する。

授業の内容を復習しつつ、個人企画のブラッ
シュアップを図る。

2時間

授業の内容を復習しつつ、個人企画のブラッ
シュアップを図る。

2時間

授業の内容を復習しつつ、個人企画のブラッ
シュアップを図る。

2時間

授業の内容を復習しつつ、個人企画のブラッ
シュアップを図る。

2時間

授業の内容を復習しつつ、個人企画のブラッ
シュアップを図る。

2時間

授業の内容を復習しつつ、グループ制作にお
ける個人の役割に従い、適切な準備と作
業を行う。

2時間

授業の内容を復習しつつ、グループ制作にお
ける個人の役割に従い、適切な準備と作
業を行う。

2時間

グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

・ビデオカメラでは前提となるシャッタースピードの常識につい
て学び、実際に操作することで撮影の実施に慣れる。
・編集ソフトウェアに取り込み、適切なタイムライ
ンに並べ、バックアップする作業を行う。
第4回

撮影技術と演出（３）ライティングとホワイトバランス
・ビデオカメラと照明機材、あるいは日光との関係につい
て学び、機材の扱いに習熟する。
・編集ソフトウェアに取り込み、適切なタイムライ
ンに並べ、バックアップする作業を行う。

第5回

録音・整音の技法
・ワイヤレスマイクとガンマイクの音質・運用の違いについて習
熟する。
・編集ソフトウェアによる整音についても経験する。
・個人企画を確定する。

第6回

編集の技法（１）タイトルとテロップ
・前半の撮影・収録素材をまとめ、編集の技法としてテロッ
プ入れやタイトルデザインについて学ぶ。
・グループ別に実施する個人企画を絞り、メンバーの役割分
担を決定する。

第7回

編集の技法（２）選曲と効果音
・編集の技法として選曲の方法論を学ぶ。
・グループ別に撮影予定地をロケハンし、許諾などを得つつ香盤
表を確定する。

第8回

グループ制作（１）準備
・グループ別に衣裳・小道具などの準備を進めつつ、香盤
表・カットリストをさらにレベルアップする。
・個人企画をふりかえり、中間学修到達度を確認する。

第9回

グループ制作（２）計画にのっとった撮影
・カットリストと香盤表にのっとった撮影を推進する。
・随時、編集ソフトウェアに取り込んでバックアップを行う。

第10回

グループ制作（３）編集と併行した撮影
・撮影された素材を整理し、流れの不備について検証する。
・随時、編集ソフトウェアに取り込んでバックアップを行う。

第11回

グループ制作（４）フィードバックと再撮影
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・撮影された素材を整理し、必要に応じて追加の撮影を実施す
る。
・編集ソフトウェアによる作業を進める。
第12回

グループ制作（５）編集と整音
・すべての撮影を満了した上で、コンピューター上で編集し、整
音作業とタイトルなどのデザインを進める。
・教員にレンダリング済みの映像作品を提出する。

第13回

グループ内プレビューとフィードバック
・プレビューを行い、教員から各グループへフィードバッ
クを行った上で、修正可能な点について作業する。
・提出すべき課題について確認し、抜けのある場合は作業を実
施する。

第14回

授業のまとめ
・完成した作品の全体試写を行った上で、グループトークによ
る振り返りと教員による総評を行う。
・最終の学修達成度を確認する。
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グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

グループ制作における個人の役割に従い、適
切な準備と作業を行う。

2時間

授業の内容を復習し、休暇を利用した自主制
作を行う。

2時間

4343
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習１【IA】
大村みな子・橋本遥
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
橋本：デザイナーとしてデザインの仕事を手がけています。（14回）

実務経験の概要

授業概要
この授業では企画→資料集め・研究→制作の流れをチャレンジしてもらいます。
『企画とは→何を描くか？』『資料集め・研究とは→実際商品化してるものを調べその表現方法を学ぶ』この２つを軸に課題に
取り組んでもらいたいです。そして日常のなかにある、デザイン、配色、イラストレーションに関心を持ち、自らの制作活動に役立てる
習慣を持つことを目標とします。基本的には課題に対する考え方、取り組む姿勢を重要視します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションを描く上で必
要な考え方を理解し、課題を通じて実践しま
す。

人に伝わる表現には、どのようにすれば伝わ
るのか「考える」ことが必要となりま
す。伝えたいことを明確にして、伝わる表
現を考え、工夫する方法を修得することがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自分が伝えたいと考えた内容が、実
際に、見る人に視覚的に伝達できたかどう
か、表現することができるかどうか課
題を通じて実践しあmす。

与えられた課題の意図を把握し、適切な作
品を制作することができる。
・課題で学んだ技術を応用し、様々な表現技
法に対応することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

合評会での作品発表を通じ、自分の作品を客
観的に振り返り、課題の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

・合評会での発表時、論理的な思考を心が
け、オーディエンスに分かりやすく内容を伝
達することができる。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工
夫を把握し、客観的、且つ、論理的な批
評を行うことができる。

3 ．DP6.行動・実践

作品制作に必要な資料の収集や、実験的な制
作を自主的に行うことができる。

4 ．DP7.完遂

・志を高く持ち、良質な作品を完成させる意
識を持つことができる。
・日頃から公性を意識し、制作した作品に責
任を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
・試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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試験（作品の提出）

60％
受講態度
20％
合評会での発表内容
20％

： ・課題の意図を把握し、それに見合った作品の制作ができたか。
・クオリティーの面で隙のない作品を制作できたか。
・画材の特性を理解し、創意工夫ができたか。
・制作のために幅広い調査と研究が行えたか。
： ・熱意を持って授業に取り組んでいるか。
・教員と積極的にコミュニケーションを取り、意欲的に学ぶ姿勢があるか。
・提出物などの期限を守れているか。
： ・自分の作品を客観的に振り返り、課題発見ができたか。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工夫を把握し、客観的な批評を行えたか。
・論理的な思考を心がけ、聴衆に分かりやすく内容を伝達できたか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後（橋本）、火曜3限（大村）

場所：

教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます 。(Google classroomを通じてメール連絡が可能です)
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

架空の書店のブックカバーを制作する。
前半授業のオリエンテーション
文庫本のブックカバーの課題説明。
下書き→下書きチェック・制作

ブックカバーの研究。架空の書店名を考えて
おくこと。

2時間

第2回

架空の書店のブックカバーを制作する。
下書きチェック→制作・完成

ブックカバーを完成させてくる。

2時間

第3回

物語の絵を描く
前課題の個別講評
物語の絵を描く。（詳しい内容は授業内にて説明）
画材：自由、サイズ：A3
下書き→下書きチェック・制作

下書きを完成させてくる。

2時間

第4回

物語の絵を描く

チェックを受けた下書きを再検討し、本制
作に向かうための修正を行う。

2時間

次回より着彩できる状態になるよう制
作を進める

2時間

授業内で仕上げられなかった場合は宿題とし
て完成させてくる。

2時間

媒体についての理解度を深める。

2時間

課題制作
下書き→下書きチェック・制作
第5回

物語の絵を描く
課題制作
再び下書きチェックし、本制作に向かう

第6回

物語の絵を描く
課題制作
この授業内で作品を完成させることを目標に取り組む。
制作→完成・課題の個別講評

第7回

イラストレーションとデザインについて
講師紹介
ブックデザインについての説明。
エディトリアルにおけるイラストレーションの役割とその考察。
実際に出版された本とそのイラスト原画をみてもらい、プロの仕
事を紹介。
イラストレーションの可能性について考察する。
＊中間学修到達度の確認と、学生へのフィードバック

第8回

エッセイの挿絵
エッセイの挿絵を制作
与えられたテキストを読んで
イメージを膨らませ、文章によりそう挿絵に挑戦。
柔軟な姿勢で豊富なアイデアを出せるか。

テキストを読み込む。資料集め。

2時間

第9回

雑誌のエッセイベージを作成

レイアウトソフトの理解を深め、高い完成
度を目指す

2時間

テキストを読み込む。資料集め。イメー
ジを膨らます。

2時間

前回作成したイラストを用い
雑誌を想定してエッセイページをデザインする。
デザインをする事で文字のあつかい、イラストのトリミング等
レイアウトを学ぶ。
第10回

文庫本の装丁1＿テキストの読み込みとアイデア展開
本の内容を理解し、イラストレーション・ブックデザイ
ンも含め制作。
テキスをト読み込み、集めた資料を元に
アイデアをまとめ、ラフの制作。
ラフを元にイラストレーション制作へと進めて行く。
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第11回

文庫本の装丁2＿イラストレーション制作（担当：田中）
ブックカバーの制作。
前回から引き続き
イラストレーションの制作からブックカバーのデザインへと進め
て行く。

完成度を高める努力を・・・。

2時間

材料・情報の整理を。自分にあった資
料を集める。

2時間

作品のクオリティーを上げて、魅力的な本のカバーを目指す。
第12回

イベントリーフレットの制作1＿伝達すべき情報の整理とアイデ
ア展開（担当：田中）
各自の個展を想定して、今までの課題を材料にそのリーフレッ
トを制作。
表に魅力的でインパクトのあるキャッチになるイラストレーショ
ンの作成。
本と違い、情報量が多くなるリーフレットを限られたスペースで
どのようにまとめるかが課題。
アイデアをまとめ、ラフの制作。

第13回

イベントリーフレットの制作2＿イラストレーション、デザイ
ンの制作（担当：田中）
ともすれば埋もれがちになる個人のリーフレットを
出来るだけ多くの目に留まるようにするにはどうすれば良い
か考えながら
リーフレット仕上げて行く。

イメージ通りに進んでいるか、常に見直し修
正を加える。

2時間

第14回

イベントリーフレットの制作3

合評会をこれまでの課題を振り返り、内
省を行う。

2時間

合評会

～合評会～ 最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視 化（ポートフォリオ）
[1]クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
[2]講師がそれぞれの作品について批評する。
[3]クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
[4]課題提出
[5]可能であれば特別講師に来て頂く。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【VD】
近藤泰岳
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

プロカメラマンとして、あらゆる撮影手法を考察し、雑誌、書籍、広告、資料、展示などに使用する写真撮
影を担当（全14回）

授業概要
写真基礎：ビジュアルデザインの知識の一環として、デジタル写真に関する基礎的な技術の習得。静物、人物、スナップの撮影とデジタル処
理を繰り返し作業し、仕上がった作品を全員で考察する。作品を作る事により、カメラの仕組み、露光に関する基礎知識を習得する。
単写真の作品では、構図、光の読み方作り方、適正露光、を学習し、後半では、組み写真を構成し、表現というジャンルの技法を学修する。
専門的技能として、ストロボを使った実習を行う事により光の読み方を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

写真撮影技術の習得、ストロボ、定常光、自
然光のコントロールの技能を習得する。

光をコントロールする技能を習得する。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

課題を作成する事により、一つの作品を仕
上げる完遂能力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品
30％
試験（最終課題作品提出）

： 人物撮影
題１回の

２回 物撮影 ２回 スナップ撮影
８回の課題提出 完成度

２回

組み写真課題１回の

： 作品の完成度とプレゼンテーション
40％

受講態度

： 撮影実習への取り組み
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
早川広行のPhotoshop CSプロフェッショナル講座
基本編 レタッチ編 色補正編 合成編
早川廣行（著）出版社：毎日コミュニケーションズ
フォトグラファーズバイブル―
プロに学ぶ発送と絵づくり、構図とライティング
伊藤みろ（著）出版社：誠文堂新光社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

水曜日3限目
教室または研究室

備考・注意事項： 授業後（９０分以上）に質問や作品の講評、授業外で撮影した写真を見せてください。
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レタッチ課

4344
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

写真の話 写真を撮影するということ
「ENJOY」をテーマにグループ撮影

第2回

写真の基礎 露出
カメラの使い方、絞り シャッタースピード
自然光での撮影スナップ

カメラに慣れる為に自由撮影

4時間

露出を理解する為にスナップ撮影

4時間

ISO感度

第3回

写真の基礎 焦点
カメラの使い方、レンズ焦点距離 ピントコントロール
光をコントロールする 自然光にてレフ板の使い方
人物を撮る

身近な人物を撮影

4時間

第4回

写真の基礎 色
カメラの使い方、ホワイトバランス
スタジオ定常光で人物撮影

ホワイトバランスを変えてのスナップ撮影

4時間

スナップ撮影

4時間

作品制作のために自由撮影

4時間

ポートレイト撮影

4時間

第5回

物撮りの技術
スタジオ光源での撮影
定常光 三脚 ストロボ

光の性質

を使用して撮影

第6回

喜怒哀楽を表現する技法
オレンジを使って喜怒哀楽の撮影実習

第7回

作品作成
ストロボ アイランプ
光 レフ板使用
光をコントロールする

クリップオン＋ラジオスレーブ

自然

第8回

写真の基礎Ⅱ 構図について
撮影実習 スナップ校外
（中間ルーブリック判定）授業の進捗状況を、ルーブリックをも
とに、自己評価し、教師からアドバイスを受けます。

構図を考えながらのスナップ撮影

4時間

第9回

レタッチ

今まで撮影した中からベスト１０枚のレタッ
チ

4時間

いままでの写真の中からセレクトして組み写
真を３枚用意する

4時間

レタッチの手法
第10回

演習

組み写真の作り方
第３者の写真を使い。組み写真を作成する。
タイトル コンセプト作成

第11回

作品撮影１（テーマ決定）
テーマを決めて 組み写真を撮影制作する

授業時間内で不足する写真を撮影

4時間

第12回

作品撮影２（仕上げ）
テーマを決めて 組み写真を撮影制作する
レタッチを実施し作品を仕上げる
個人撮影 スタジオ 校内・郊外で撮影 協力し合ってよい。

使用する写真をセレクトする

4時間

第13回

プレゼンテーションに向けて準備
作品に合わせて個人指導
個人撮影 スタジオ 校内 校外で撮影
組み写真の作成 作品のレタッチ

自由撮影

4時間

授業を通じて就学した内容を各自再度
振り返り、次年次に向けて整理してくださ
い。

4時間

第14回

協力し合ってもよい。

プレゼンテーション・総評
プレゼンテーション
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【AC】
和田真一
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業原型としてフィギュア・玩具のデザイン・設計・3D造形。コンシューマーゲームタイトルのコンセプト
アート・デザイン制作。（全１４回）

授業概要
●●●3Dデジタル彫刻を学ぶ●●●
3DCGのデジタル彫刻分野における事実上の標準アプリケーション「ZBrush」の基本的な機能と操作方法を学びます。講義を通じて３Dデジタル彫
刻を作成するための考え方、ワークフローを習得し、最終的にオリジナルの人型キャラクターデジタル彫刻作品を作成出来る技術を身につけま
す。毎時間、講義内容に沿ったスピード彫刻課題がだされます。それらをこなしていく事でZBrushの機能の理解を深めると同時に、モ
ノを見る目を養い、質の高い作品を作ることができるように学習します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ZBrush操作とデジタル彫刻の理解

ZBrushの基本的操作ができ、ZBrushを使用し
て人型のキャラクターをデジタル彫刻し、作
成することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

各回の講義テーマに合わせた小作品を作成す
ることができる

理解が難しい部分を書面化し、振り返っ
て調べられる習慣を身に付けることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身のデジタルツールに対しての親和性を理
解できる。
PCを用いたデジタルワークに対して得意・不
得意を理解する。
３Ｄで作品を制作することに対して得意・不
得意を理解する。

2 ．DP5.計画・立案力

新しく学んだデジタル彫刻技術をどのよう
に使用して、課題をを計画し、実行できる。

3 ．DP6.行動・実践

デザイン画に沿って3Dデジタル彫刻キャラク
ターを制作ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
以下に示すように、成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション等、総合
的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回のテーマ別課題
50％
試験（作品提出）

： 各回の講義内容を理解し、その内容を踏まえた造形物に仕上がっていた場合には７点とします。内
容が理解できていない場合には減点し、最大で７点減点とします。満点は１０点とします。
： 各構成要素の個別点(30点)制作工程と機能習熟度(30点)完成品の評価(40点)

40％
学習到達度
10％

： 提出された課題データをまとめ、可能な限りコメントを添えてアップロードします。良い部分を強
調して評価します。クラス全体で共有することで、学友の理解と共助を促します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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BLESTAR ZBrush ベーシック
スカルプターのための美術解剖学
フィギュアスカルプティング 粘土で作る全身像:アナトミーと面からの構築
ZBrush キャラクター＆クリ―チャ― - ZBrush Characters & Creatures 日本語版
ZBrushフィギュア制作の教科書
ZBrush スタジオプロジェクト: リアルゲームキャラクター~DVD付～
ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)
The Art of Mystical Beasts ZBrush、Photoshopほか、デジタル技法で描く幻獣アート

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回3時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
最終課題では、ZBrushを使用して人型のキャラクターまたは、人型のクリーチャーを作成します。前もって自分の作りたいオリジナルキャラク
ターのデザインを考え、造形に必要な資料を集めておくようにしてください。
毎時間の講義内容の積み重ねによって、最終課題を作成することができる技術が身につきます。一日の欠席が技術の習得に大きく影響を及ぼし
ます。積極的にノートをとり、わからない部分がでてきた場合には積極的に質問し、すぐに解消していくようにしましょう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜4限

場所：

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
wada-s@osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：ZBrushの機能について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デジタルスカルプトソフト、ZBrushとは
3Dデジタル彫刻とはなにか？ZBrushを使用するにあたって習
得が必須のキャンバスナビゲーションについて学習します。基本
的なスカルプトブラシ、ダイナメッシュ。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。

第2回

ブラシの基本

デジタル彫刻をするうえで最低限必要なブラシの機能を学習しま
す。スカルプトブラシ、スムーズ、マスク、セレクトブラシ、ブ
ラシのストローク。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。
第3回

複数メッシュを使用した造形物作成方法
PolyMesh3Dとは？複数メッシュで構成された造形物の作成方
法、SubTool、Gizmo3Dの使用方法を学習します。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。

第4回

キャラクターをポージングする
第２回で学習したマスク機能と第３回で学習するGizmo3Dの詳
細な機能を習得し、人型のオブジェクトをポージングさせます。

第5回

スカルプトブラシ詳解
３D彫刻におけるもっとも重要なツール。スカルプトブラ
シを詳しく解説します。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。

第6回

ポリペイントによる着色
３D彫刻に着彩できる機能、ポリペイントについて学習しま
す。ZBrushは形状を彫刻するだけでなく、着彩することも可能で
す。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。

第7回

ベースメッシュの作成、ZSphereについて
DynaMeshでベースメッシュを作成していく方法以外に
も、ZSphereという機能を使用してスカルプトのベースメッ
シュを作成する方法があるということを学習します。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。リファ
レンス画像をSpotLight機能を使用して表示する方法も同時に学
習します。

第8回

レンダリングによる絵づくり
作成した彫刻を２D画像として書き出す方法を学習しま
す。ZBrushで作成した３Dモデルを無料の３Dアプリケーショ
ン「blender」でレンダリングして仕上げます。
第７回で作成する課題をブラッシュアップし２D画像として仕
上げます。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

第9回

ディテール彫刻カスタムアルファ
ブラシのアルファ画像の利用。はじめからZBrushに用意されてい
る画像だけでなく、自分で自由に作成した画像を使用する方
法を学習します。
学習した機能を使用し、テーマに沿った３D彫刻の作成。

第10回

衣服の作成とMulti-Resolution Mesh Editing
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「ZBrush キャンバスナビゲーション」
「ZBrush スカルプト」といったワードでイン
ターネット検索し予習しておく。

4時間

「ZBrush マスキング」「ZBrush ビジビリ
ティ」「ZBrush アルファ」「ZBrush スト
ローク」といったワードでインターネット検
索し予習しておく。

4時間

「ZBrush Gizmo3D」「ZBrush SubTool」と
いったワードでインターネット検索し予習し
ておく。

4時間

「ZBrush ポリグループ」というワードでイ
ンターネット検索し予習しておく。

4時間

第一回で配布する資料のブラシの項目を復
習しておく。

4時間

「ZBrush ポリペイント」というワードでイン
ターネット検索し予習しておく。

4時間

「ZSphere」というワードでインターネット検
索し予習しておく。

4時間

blenderを自分の個人用PCにインストールし
て基本を学習しておく。

4時間

「ZBrush アルファ」というワードでインター
ネット検索し予習しておく。

4時間

「Subtool Extract」「ZBrush
Multi-Resolution Mesh Editing」というワー
ドでインターネット検索し予習しておく。

4時間

4345
人型のオブジェクトから衣服のオブジェクトを作成する方法を学
習します。ZBrushでスカルプト作品をつくる上で避けては通れな
いMulti-Resolution Mesh Editingについて学習します。それに
ともなって必要なZRemesher、Projectの機能も解説します。
第11回

毛髪の作成方法
キャラクターに毛髪を追加するための制作方法を学習します。
最終課題制作開始。デザイン案チェック。

第12回

多様な部品の作成
ロングコートや衣服の襟、プリーツスカートなど、いままでの学
習してきた機能を組み合わせて、様々な部品を制作する方法を学
習します。
最終課題制作。スカルプト

第13回

複数SubToolを持ったオブジェクトのポージング
単一のSubToolを持ったオブジェクトのポージン
グは第４回で学びますが、この回では複数のSubToolで構成され
たオブジェクトのポージングを学習します。

第14回

最終課題提出、合評、まとめ
最終課題を提出し、その合評を通じてZBrushを使用した3D彫刻に
ついてディスカッションし、今後の学習方法や展開について考え
ます。
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「ZBrush CurveTube」というワードでイン
ターネット検索し予習しておく。

4時間

これまでに学習してきた機能を一通り復習し
ておく。

4時間

作品提出、合評に向けて作業を調整してお
く。

4時間

合評において出された意見や感想をまとめて
おく。

4時間

4346
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【MD】
野口周三、牧野翔大、橋本葵
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、イラストレーション、デザイ
ンなども担当。また、映画・ドラマ・アニメなどの脚本（シナリオ）、企画・プロデュースなどでの作品制
作も担当している。（全１４回）

授業概要
【写真漫画制作】
漫画初心者において難しいのはネーム、ストーリー作りである。
この授業では、グループワークで仲間と楽しく話作りを行い、その過程において、写真撮影と画像編集技術を用い、写真漫画を完成させる。
写真漫画の完成後、それを土台とした本格的な漫画制作に移行し、その過程において漫画技術、技法、仕上げなどを学ぶ。
また最終合評ではグループで制作された漫画を発表、プレゼンテーションを行い、その結果が後日、オリジナル指導書として学生に配布される

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漫画におけるストーリーとネーム作り、漫画
技術を学びながら職業を理解する

写真漫画を通じて、グループ漫画を完成させ
る

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークを通じて役割の理解と連
携を行う

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題、試験（課題提出）
40％
発表

： 授業全体に出す提出課題について、課題の目的を正しく理解して取り組み作成できているかを評
価します。独創性（10点）、作品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 合評時に、聞き手の反応を想像した準備と発表ができているかを評価します。

30％
受講状況
20％
平常点

： 各回授業への積極的参加（発表や質問等は加点）や授業態度（受講マナーや私語、携帯電話等の授
業の妨げになる場合は減点）を総合的に評価する。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
オリジナルの指導書

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

水曜５限

場所：

南館3階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

グループ分けとテーマ
４～５人のグループに分かれて、マンガ制作のテーマを決める

グループでテーマを決定する

2時間

第2回

グループワーク/プロット
各グループで、マンガのプロットを考える

グループでプロットを決定する

2時間

第3回

グループワーク/シナリオ
各グループで、マンガのシナリオを作成する

グループでシナリオを決定する

2時間

第4回

グループワーク/ネーム
各グループで、マンガのネームを作成する

グループでネームを作成する

2時間

第5回

グループワーク/シナリオ・ネーム
各グループで、マンガのシナリオ・ネームを作成し、担当教
員のチェックを受ける

グループでネームを作成する

2時間

第6回

グループワーク/中間合評
各グループで作成したネームを発表、プレゼンし、合評を行う

合評を受けてネームの修正

2時間

第7回

グループワーク/撮影
各グループで、マンガのネームを元に写真を撮影する

グループで写真撮影を行う

2時間

第8回

グループワーク/編集
各グループで、撮影した写真を編集しネームの形にする
（中間ルーブリック判定）授業の進捗状況を、ルーブリックをも
とに、自己評価し、教師からアドバイスを受けます。

グループで写真ネームを作成する

2時間

第9回

グループワーク/下描き
各グループで、実写のネームを元に、マンガの下描きを作成する

グループで下描きを作成する

2時間

第10回

グループワーク/下描き進行
各グループで、実写のネームを元に、マンガの下描きを作成。担
当教員のチェックを受ける

グループで下描きを作成する

2時間

第11回

グループワーク/ペン入れ
各グループで、実写のネームを元に、マンガのペン入れ
を行い、完成させる

グループでペン入れを行う

2時間

第12回

グループワーク/ペン入れ進行
各グループで、実写のネームを元に、マンガのペン入れ
を行い、担当教員のチェックを受ける

グループでペン入れを行う

2時間

第13回

グループワーク/ペン入れ・仕上げ
各グループで、実写のネームを元に、マンガのペン入れと仕上げ
を行い、完成させる

グループで仕上げを行う

2時間

第14回

グループワーク/プレゼンテーション・合評
完成したマンガを各グループで発表・プレゼン、合評し、学生
間で人気投票を行う
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。

授業の振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習１【GA】
丹羽学
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
映画、MV,テレビ、CM等の商業映像作品のCG、合成作業に携わる。CG監修の経験もあり。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
３D統合ソフトMAYAのモデリング機能を使って簡単なキャラクターのモデリングを経験し、ZBRUSHでも同じくモデリングの基礎を学び、なるべ
く破綻のないアニメーションをさせるためのトポロジーといわれるポリゴンの流れを学びます。
成果物の目標としては
作ったキャラクターに着彩（テクスチャ、マテリアルの設定）、ポージング（ボーン（骨）を入れてウエイト設定など）、ライティング（シー
ンのライトの設定で見栄えをよくします）、を施し一枚絵でレンダリングして作品とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

モデリングする際に、最終結果がアニメー
ション（動きのあるもの）を想定しているも
のと仮定し、動く前提のモデルの作り方など
を学びます

キャラクターのUV展開、着彩、ポージングま
で一連の流れをつかんでもらいます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

映像業界でもゲーム業界でも通用するよう
なキャラクタセットアップの技術、知
識を持つ。

キャラのデザイン力よりセットアップし
た時のキャラの破綻がないように最終的なレ
ンダリングを目指します。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

トポロジーの作成、編集は根気のいる作業の
ため、いいものを作るために多少我慢をし
てコツコツと作業をしないければいけないの
で、最終的にできるものをしっかりイメー
ジして作業をできるようになる。

2 ．DP4.課題発見

クオリティの高いモデルと自分の作ったモデ
ルの違いをはっきり見極めて自分の癖や修正
点を見つける

3 ．DP8.意思疎通

どこがわからないか、何がうまくいかないの
か、自分の作品のどこがプロと違うのか、な
どの意見を発言しつつ、他人からの意
見も受け入れられるコミュニケーション能
力を持つ。

4 ．DP7.完遂

スケジュール管理、クオリティ管理等を踏ま
えて作品を完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度、姿勢
40％
提出作品のクオリティ＆完成度
30％

： 授業でやっていることをしっかり理解したうえで、わからないことがあればその場で質問できるか
どうか、意欲的に取り組んでいるかなどを考慮し評価を行います。
： 最終的に提出された作品はもちろん、作成過程も重要と考え、途中経過も随時提出してもらい評
価の対象とします。
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観察力・洞察力
20％
学修到達度
10％

： アニメーション的に違和感がないかを評価します。クオリティに通じる部分はあるが、作品に反
映されていなくても、作品をこうしたかったなどの客観的な意見をプレゼンするのもOK。
： 学修した内容の集大成として作品を作り、作った作品の意図などが見た人（他者）に伝わるかどう
かを評価します。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

ソク ジョンヒョン

・

出版社

ソッカの美術解剖学ノート

・ オーム社

出版年
・

2018 年

参考文献等
モデリングなど適宜動画、サイトなどを提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

水曜日３限
南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
niwa@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

３DCGとは・・ポリゴンとは・・トポロジーの概要など、と簡
単なモデリングに着手
3DCGにおいてキャラクタを作るために必要なトポロジー（ポリゴ
ンの流れ）を学びます。
流れの概要自体はそんなに難しいものではないので、なるべ
く早めに実践に移り、数をこなせるようにする。

第2回

ポリゴンモデリングとスカルプトモデリングⅠ
ポリゴンモデリングからのトポロジー整理、作成の難易度と、ス
カルプトモデリングからのトポロジー整理のアプローチを両方
軽く経験して、自分に合うモデリング方法を模索する。
この回で作るのは顔はなくほぼ棒人間の簡易的な人体モデル。

第3回

ポリゴンモデリングとスカルプトモデリングⅡ

スカルプトモデリングからのトポロジー整理、作成の難易
度と、スカルプトモデリングからのトポロジー整理のアプロー
チを両方軽く経験して、自分に合うモデリング方法を模索する。
この回で作るのは顔はなくほぼ棒人間の簡易的な人体モデル。
第4回

UV展開

提出していただいたモデルのUVWというテクスチャを入れるため
の展開図を作成する。
第5回

UV展開をしたモデルに質感付け
UVを展開して、まずは簡易的にフォトショップなどで色を入れて
みたり模様を書き込む、可能であればSubstancepainterで質感を
つけてみる。

第6回

キャラクターに骨入れをしてポージング

トポロジー構築、UV展開、質感付けなどを終わらせたモデ
ルにボーン（骨）を入れてアニメーションをできるようにセット
アップをする。
しかしこの授業ではポージングから一枚の画像としてレンダリン
グをするまでにとどめます。
※進行状況によって簡単なアニメーションも入れる可能性あり。
第7回

ポージングしたモデルをターンテーブルのアニメーションを作
成
ポージングさせたモデルをターンテーブル、もしくはカメラを回
転させることによって一周見られるように計算する。
回転のアニメーションレンダリングだけでは簡単なのですが、レ
ンダリングに時間がかかる可能性があります。

第8回

デフォルメキャラのモデリングⅠ
前回までのモデリング～UV展開～アニメ～ションセッティン
グを踏まえて、デフォルメキャラのモデリングをします。
イメージ的にはディズニー映画の「シュガーラッシュ」のヴァネ
ロペのようなイメージ。
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多種にわたるキャラクタを想定して、一つ
のモデルから変形をさせて数パターンのシル
エットを作る。（課題提出の必要なし）

2時間

多種にわたるキャラクタを想定して、一つ
のモデルから変形をさせて数パターンのシル
エットを作る。（課題提出の必要なし）

４時間

前回と今回のどちらのモデリング方法でも一
体簡易モデルのトポロジー構築まで完成し
たモデルを提出していただきます。（課題提
出）

４時間

展開図を確認するためにUV展開後のモデ
ルを提出していただきます。
ポイントは、顔や、模様が入る部分（想
定）の個所の展開のゆがみがないか、UVの展
開図と各解像度との関係の理解をしているか
など。（課題提出）

４時間

Substancepainterにて質感調整やテクスチャ
ペイントなどでモデルのディテールをアッ
プさせる（課題提出の必要なし）

4時間

アニメーションさせるために必要なスキンウ
エイトをつけて、キャラクターに破綻をおこ
さないようにセットアップをします。関
節の折れやポリゴンの割れがないようにセッ
トアップ完成させる。（課題提出なし）

４時間

モデルが一周見られるようにターンテーブ
ルのアニメーションをレンダリングして、動
画にしたものを提出していただきます、（課
題提出）

４時間

デフォルメキャラのベースの完成を目指しま
す。

4時間

4347

第9回

デフォルメキャラのモデリングⅡ

MAYAのポリゴンモデリングでも、Zbrushからのリトポロジーで
も、各自のやりやすいアプローチでモデリングを進行します。
まずは色のない状態で原型制作、後でUVの展開しやすいよう
に考えながらモデリングするのがポイント。
第10回

原型作成の続き、極力細かいディテールも作成

細かいディテールといっても、例えば衣服のポケットだった
り、ズボンなどの折り返し程度のディテール。縫い目や、靴紐と
いったディテールは入れなくてもよい。
第11回

MAYAでリトポロジーの作業
MAYAのポリゴンモデリングから始めている人はリトポはしなくて
よいが、Zbrushにモデルをインポートして細かいディテールを作
成します。
細かいディテールはローポリゴンモデルへノーマルマップとし
て貼り付けられるように、作成をします。Zbrushでモデリン
グを初めた人はハイポリモデルをMAYAにインポートしてリトポ作
業を行います。それと同時にUVWの展開をします。

第12回

Substancepainterにて質感調整
UVWの展開まで割らせたモデルをSubstancepainterにインポー
トして色付け、質感付けをします。
質感付けをしたものをレンダリングします。

第13回

骨入れをしてアニメーション用にセットアップ
アニメーションまではしませんが、アニメーションをさせるとい
う前提でボーン（骨）入れをします。
ボーンを入れたらポージングしてレンダリングテストをします。

第14回

ポージングしてレンダリング
ポージングしたモデルをライティングをしてターンテーブルのア
ニメーション作成
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ベースメッシュにシルエットに影響を与え
る部分（服の合うアウトラインや被り物な
ど）ディテールを入れてモデルを作成しま
す。（課題提出なし）

4時間

グレーモデルでライティングをしてモデ
ルのシルエットや陰影を確認するためにレン
ダー画像を一枚と、作成したシーンデー
タを提出（課題提出）

４時間

UVWの展開までおわらせたモデルの提出（課題
提出）

４時間

UV展開、質感調整をしてモデルの完成をさせ
ます。（課題提出なし）

４時間

スキンウエイトを調整してポージングなどを
して破綻しないか確認すします。（課題提
出なし）

4時間

最終的な動画をMP４にして提出していただき
ます。（課題提出）

2時間

4348
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【VV】
田口雅敏
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

TV番組、映画、VP等の音響効果、MAを担当。また、なんばグランド花月など吉本の劇場で吉本新喜劇、吉本コ
メディーの音響効果担当。 現在は、フォーリーエフェクターとして効果音制作。
TV,、映画、舞台等の音響効果及び MAとして、その経験を元に知識と手法、考え方について講義する。

授業概要
音響演出の基礎を習得
音の世界だけで風景や心情、空気感を表現できることを感じてもらいながら
オーディオドラマ制作を通して音響の基礎技術を習得する。
制作には、マンガや小説などを使用して作品制作も良いし自身でシナリオ制作もしてもらえればと考えています。
音楽、効果音、セリフ、それらを入れるタイミング、間、音の大きさで作品の表情は変わる。耳で観るという感覚を認識。
音だけの世界で頭の中に映像を作ることで想像力、発想力を最大限に引き出し、空間演出を感じてもらう。
スタジオを使用し、録音技術も習得。
Premiere Pro、Auditionの編集、MIX,エフェクト等の操作方法を習得。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

録音、編集、選曲、MIX

録音機器やサウンド編集ソフトなど、音響機
材の操作を習得

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

オーデイオドラマの企画と制作

音だけの世界で頭の中に映像を作ることで想
像力、発想力を最大限に引き出し、空間演
出を感じてもらう。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

スケジュール管理と企画力を身につける

2 ．DP6.行動・実践

新しい発見を常に求める探究力を身につける

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ制作を遂行するコミュニケーショ
ン力を身につ ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
授業に対する姿勢とオーディオドラマを制作するために必要な音素材を準備し、課題の内容から総合的に評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
課題、成果物

： 授業への積極的参加度、授業外学修への取り組み、常に他者を理解し相互の考えを融合し、協力連
携ができるかを評価
： 作品制作を通して音響演出を理解し、音だけの世界で、聞き手に伝えることができるかを評価

40％
成果物の技術的クオリティ

： 録音、編集、MIXなど、作品制作に必要な技術的クオリティを評価する
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
音声収録＆整音ハンドブック

(玄光社)
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること
現在、NHK等で放送されているラジオドラマを聴く事でより音響作品を理解
Adobe Premiere Pro、Adobe Auditionを使用できるように準備しておく

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

休憩時間、授業終了後

場所：

南館2F情報デザイン研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ワークショップ「音とは何か?」
講義の主旨説明
音についてのディスカッション

NHKなどのラジオドラマ視聴

1時間

第2回

オーディオドラマとは何か?
オーディオドラマ制作に伴い参考となる映画鑑賞
音響効果とは何か？
総合芸術という作品を実感しこれから
の制作に備える

自分の声で何を録音するか考える

1時間

第3回

音響機器についての知識と操作①

機材の操作方法を復習
る

2時間

スタジオにて自分の声を1分で録音する
スタジオ操作実習、ハンディレコーダーの使用方法の説明
スタジオでのマイクメイキングを習得

ASMRのテーマを考え

第4回

音響機器についての知識と操作②
バイノーラルマイクでASMR作成
立体音響の概要説明
Premiere Proの音響制作における操作方法説明

Premiere Proの操作方法復習

第5回

短編オーディオドラマ制作①・脚本制作
オーディオドラマ制作説明、制作の流れも説明?
シナリオ制作
Premiere Proのエフェクトの使用方法を実習
スタジオの操作実習

第6回

短編オーディオドラマ制作②
オーディオドラマ制作
Premiere Proで音楽編集実習
スタジオの操作実習

シナリオ制作

2時間

短編ラジオドラマ制作
方法復習

Premiere Proの操作

2時間

短編ラジオドラマ制作
方法復習

Premiere Proの操作

2時間

第7回

短編オーディオドラマ合評と復習
制作したオーディオドラマを聴き、台本、声の演出、サウンドデ
ザイン(選曲、音響効果)、録音編集技術な どの観点からコメン
トする。(期末試験として評価する)

Premiere Proの操作方法復習

第8回

長編オーディオドラマ制作①

長編オーディオドラマ制作
Proの操作方法復習

Premiere

2時間

長編オーディオドラマ制作
Proの操作方法復習

Premiere

2時間

バイノーラルオーディオドラマのテー
マを考える

2時間

長編オーディオドラマ制作
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明
スタジオの操作実習
第9回

長編オーディオドラマ制作②
長編オーディオドラマ制作
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明
スタジオの操作実習

第10回

長編オーディオドラマ合評と復習
制作したオーディオドラマを聴き、台本、声の演出、サウンドデ
ザイン(選曲、音響効果)、録音編集技術な どの観点からコメン
トする。(期末試験として評価する)
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習

シナリオ制作

2時間

第11回

立体音響によるオーディオドラマ制作①
バイノーラルマイクを使用し立体音響のオーディオドラマ制作
グループ制作なのでグループを作りドラマのテーマと構成につい
てプレゼンテーションを行う
バイノーラルのマイクの説明、スタジオの操作実習
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明

グループでの制作を進める

2時間

第12回

立体音響によるオーディオドラマ制作②
バイノーラルマイクを使用し立体音響のオーディオドラマ制作
グループで役割分担を決め制作
スタジオの操作実習
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明

グループでの制作を進める

2時間

第13回

立体音響によるオーディオドラマ制作③
バイノーラルマイクを使用し立体音響のオーディオドラマ制作
スタジオの操作実習
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習

グループでの制作を進める

2時間

第14回

合評、振り返り
制作したオーディオドラマを聴き、台本、声の演出、サウンドデ
ザイン(選曲、音響効果)、録音編集技術な どの観点からコメン
トする。(期末試験として評価する)
質疑応答実施

なし

0時間

第15回

なし

なし

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習１【GA】
ヨシオカサトシ
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コナミなどのゲーム企業において１９年間デザイナー、ディレクターとしての実務経歴を有する。
フリーランスイラストレーターとしても１０年間におよび、音楽・出版・ゲーム業界などで
様々な絵仕事に携わる。（全14回）

授業概要
仮想のゲームのキャラクターを制作する上での基本となる立体形状の整え方などを学ぶことで
自分自身において習慣化してしまっている間違いや思い込みを補正し、より客観的な審美眼を身に着けていきます。
また空想上のモンスターやロボットなどを創造することで、人物キャラクター以外の骨格や質感などの
表現についても学んでいきます。さらにまたキャラクターに相応しいエフェクト効果を考案描画することで
生じるキャラクターとの相乗効果や、画面上の立体的な空間表現について学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

能動的に創作において必要な情報収集やボ
キャブラリーの蓄積を行うことを習慣とし
て学ぶ

必要な情報収集能力と観察眼の向上。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ゲーム媒体においてのグラフィックやイラス
トを作成する上での基本的な知識や技
能を学ぶ

市場を念頭においた専門職としてのクオリ
ティ（審美眼）を習得し実践することができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

出題に対してより効果的な内容を立案計画す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

能動的な質問や確認を行い、成果に向かっ
て前向きに取り組む姿勢を身につける。

3 ．DP7.完遂

計画した内容を作業プロセスの中でより吟
味し、確実に完成させることができる。

4 ．DP8.意思疎通

指導や添削の意図を正確に読み取ることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技能・画力

： 制作課題の内容、技能、向上されたスキルを総合的に評価
70％

積極性

： 質問・添削要望など能動的な行動による発展性など総合的に評価
10％

創造性

： 課題のオリジナリティ・創造性を評価
10％

学習到達度

： 授業内容についての理解度を評価
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目において課題内容が次々と進行していくため、作成が滞るとすぐに未提出課題が蓄積してしまいますので
くれぐれも各課題の締め切りを厳守しながら進めていくように注意してください。
技術訓練としての実習においては黙然と待機していれば自分の望む教えが降ってくる訳ではありませんので
学生各人が積極的に添削要望、質問などを行っていくように留意してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業内で開示したメールアドレスなどを活用し授業外での質問・指導にも対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講師紹介・課題①/キャラクターの顔バランスについて（ラフ作
成）
キャラクター作画の基礎である顔の描画について現状での描画バ
ランスの
間違った部分を補正します。スポーツ競技のフォームを調整する
のと同様です。

授業時間内にラフ画が間に合わなかった学
生はラフ画をまとめておく。

4時間

第2回

課題①/キャラクターの顔バランスについて（線画作成）

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

授業時間内にラフが完了しなかった場合、次
回の授業までに完了させるようにする。

4時間

作成が完了しなかった場合は、 授業外で確
実に完了させておくようにする。

4時間

線画を作成する。随時線画のクオリティチェックを行い、さら
に修正・調整をする。
この課題においては基本的には着色を行わない。手が速く予定よ
りも早く
線画が完了した学生は着色まで進めること。
第3回

課題②/キャラクターの立たせ方とバランス（ラフ作成）
オリジナルのゲームキャラクターをデザインする。その正面
図と背面図を描き、
ラフチェックを受けることで立ちポーズにおける習慣化した描
画の間違いを補正する。

第4回

課題②/キャラクターの立たせ方とバランス（線画作成）
キャラクターの立ちポーズのクリーンナップ線画を描く。
ラフで調整したバランスを崩さないように全身の軸を意識して描
画する。
線画が完了した学生から彩色作業に入るようにする。
厚塗りで進めたい場合はこの段階でより詳細にディテールを詰め
ていくこと。

第5回

課題②/キャラクターの立たせ方とバランス（彩色・仕
上げ）/講評
キャラクターの彩色作業と仕上げ作業を行う。
授業時間内に提出を行い、講師からの講評を全員で確認する。

時間内に作成が完了しない場合、授業外で完
了させておくようにする。

4時間

第6回

課題③/架空動物やメカの作画（構想・ラフ作成）

ラフ作成が完了しなかった場合は、 授業
外で進めておくようにする。

4時間

授業時間内に線画が間に合わなかった学
生は次の授業までに進めておく。

4時間

授業時間内に作業が完了しなかった場合は時
間外に 作成を完了させておくようにする。

4時間

授業時間内にラフ作成の進行が滞ってい
る時は資料を集めるなどしてしっかり構
想を練っておくこと。

4時間

作業進行に遅れが出ていると感じる時は授業
時間外で遅れを補填するようにする。

4時間

ドラゴンなどに代表される空想上の動物を立案構想し、ラ
フ画を作成する。
もしくは架空の空想上のメカやロボットなどを立案構想してラ
フ画を作成する。
事実上・実在の動物などを起点としてアイディアを膨らませる。
（メカにおいても同様）
課題②で作成したキャラクターと世界観やタッチを揃えるように
すること。
第7回

課題③/架空動物やメカの作画（線画作成）
ラフチェックを受けたのちにクリーンナップして線画を描いてい
く。
厚塗りで進めたい場合はこの段階でより詳細にディテールを詰め
ていくこと。

第8回

課題③/架空動物やメカの作画（彩色・仕上げ）
彩色・仕上げ作業を行う。課題②で作成した立ちポーズと同じ彩
色方法で
作成するようにし、世界観が乖離しないように留意すること。

第9回

課題④/ソーシャルゲーム風イラストの制作（構想・ラフ）
ソーシャルゲームまたはスマホ向けオンラインゲームなどによ
く見られる
対となるキャラクターとモンスターで構成された一枚絵を計画し
ラフ画を制作します。一枚の絵としての動きを効果的に表現しま
しょう。
課題②のキャラクターと課題③の架空生物（メカ）を使って構
成しても良いし、
まったく新規のキャラクターで制作しても良いです。
エフェクトなどの効果を使って画面をより盛り上げるように計
画しましょう。

第10回

課題④/ソーシャルゲーム風イラストの制作（ラフ・線画）
キャラクターとモンスターに、共通の動きの流れをもたらすなど
して
全体としての一体感・融合感を考えて構成し、世界観を感じさせ
るように計画する。
色構成なども最初に色ラフを作るなどして完成の方向性を明確に
させておくこと。
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第11回

課題④/ソーシャルゲーム風イラストの制作（線画・着色）
キャラクターとモンスターどちらも並行して作業を進めるのが理
想です。
どちらかの品質が落ちたり、描き込みのテンションが合わなかっ
たりなど
しないように留意して進めてください。

第12回

課題④/ソーシャルゲーム風イラストの制作（彩色作業）
引き続きキャラクターとモンスターの着色と描き込み作業を進め
ましょう。
見せ方としては人物キャラクターがモンスターよりも少し目立っ
て見えるくらいの
バランスで進めていきましょう。

第13回

課題④/ソーシャルゲーム風イラストの制作（彩色・仕上げ）
エフェクトや効果などを入れることでより画面のクオリ
ティを上げて
スマホオンラインゲームの王道的な見せ方に挑戦してみましょ
う。
仕上がりのクオリティを高めるにはどのような効果を入れていけ
ばよいか
模索しつつ実験を繰り返し行っていくこと。

第14回

課題④仕上げ作業/合評・総括（前期授業を振り返ってのまと
め）
仕上げ作業と見直し作業を行う。（人数の都合で締め切り時間変
更の可能性あり）
授業後半で今回成果物であるソーシャルゲームイラストを材
料に、
学生一人一人がどのようなゲーム内容・世界観を想定して作成し
たか、
世界観の設定や全体の構図やデザインに関する狙いなど、
課題に向き合って身に着いた事、発見された今後取り組むべき課
題、
制作にあたって強く意識したことなどを発表する。
合評発表後に講師から半期を振り返っての総括を行う。
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作業進行に遅れが出ていると感じる時は授業
時間外で遅れを補填するようにする。

4時間

工程が進んでいない場合は次の授業まで
に進めておくこと。

4時間

次回の授業時にほぼ完成状態にもっていける
ように、仕上げの段階に進めておくこと。

4時間

合評などでの評価・講評を受けて自分の制
作を振り返り 今後の制作に活かせるように自
己の問題点をまとめ、向上できる部分の 加筆
修正などを行う。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習２【IA】
唐仁原希
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

画家として活動しており、絵画制作という実践の中で、画材の扱い方、デッサン、人物や風景の描き方の研
究を行っています。（全14回）

授業概要
基本にもとづくトレーニング課題を通して表現の可能性を追求し、柔軟な美的感覚や思考力を鍛えることを目的とします。
課題を通して、テーマに沿った着眼点のセンスを磨き、それを表現するための基本的な技術を養います。魅力的且つ、独自性のある表現を目
指し、造形要素や内容について多角的に思考し、作品として表現する実践的な能力を身に付けます。その過程で、自主的に作品制
作に取り組む姿勢を修得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションを描く上で必要な描写
力と独自性

・テーマに合わせてモチーフを加工し、他
者に魅力的に伝達する技術を身につける。
・画材の特性を学び、幅広い表現力を身につ
ける。
・自身の独自性を理解し、研究、発展させる
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

画材を操り、テーマに沿った表現を選択し発
現する力

・与えられた課題の意図を把握し、適切な作
品を制作することができる。
・課題で学んだ技術を応用し、様々な表現技
法に対応することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

合評会での作品発表を通じ、自分の作品を客
観的に振り返り、課題の発見ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

・合評会や討論での発表時、論理的な思
考を心がけ、聞き手に分かりやすく内容を伝
達することができる。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工
夫を把握し、客観的、且つ、論理的な批
評を行うことができる。

3 ．DP6.行動・実践

作品制作に必要な資料の収集や、実験的な制
作を主体的に行うことができる。

4 ．DP7.完遂

・志を高く持ち、良質な作品を完成させる意
識を持つことができる。
・日頃から公性を意識し、制作した作品に責
任を持つことができる。

5 ．DP10.忠恕の心

他者の作品から人間の表現の多様性を理
解し、慈しむことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション
10％
振り返りシート

： プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を
視点に評価する。
： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。

10％
学修到達目標1

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『物語の役割 』小川洋子(ちくまプリマー新書)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜2限

場所：

南館３階 研究室2

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

・オリエンテーション・オリジナルのキャラクター制作【1】
[1]オリエンテーション
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
[2]授業説明
モチーフを生かして人に伝わる魅力あるキャラクターを制作す
る。
・食べ物と動物を組み合わせてオリジナルのキャラクターをデザ
インする。
・参考資料の観察とスケッチ
・キャラクターのテーマを考える。
・観察とスケッチを参考にテーマに合わせてドローイング、エス
キースを描く。
・キャラクターの形態、色や描画技法は幅広くアイデ
アを出し、複数案考える。

進行に遅れのある者は作品を制作する。

6時間

第2回

オリジナルのキャラクター制作【2】

・オリジナルキャラクターの完成・次週課
題の資料収集と画材準備

6時間

・作品の制作 ・次回の授業に使用する資
料を収集する。

6時間

キャラクターデザインを完成させる。
第3回

分析から形へ【1】作品の分析から学ぶ1
前回制作したオリジナルキャラクターをもとに、任意の作家か
ら、自分独自の色彩や絵の具づかいについて学ぶ。
・オリジナルキャラクターのイメージに近い色彩を使用する作
家を数名選択し、色を抽出する。
・抽出した色彩でオリジナルのキャラクターの色を塗る。（エス
キースを５パターン以上描く。）

第4回

分析から形へ【2】北斎漫画から学ぶ
20種類以上の支持体（紙や布等）を準備し、1枚につき北斎漫
画の中の1モチーフを模写する。線を描く際、画材の種類（鉛
筆、ペン、筆等）をできる限り多く用いること。彩色は自
由に行って良い。
・北斎の生き生きとした人物描写について観察する。
・支持体と画材（線の種類）の相性について考える。
・北斎を模写したあと、自分のオリジナルキャラク
ターを様々なポーズで様々な支持体に描く。

・作品の完成・合評会準備

6時間

第5回

分析から形へ【3】合評会
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、これまで制作してきた作品につ
いて発表する。
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・課題提出
・振り返りシート記入

・合評回の反省・次回授業準備

6時間

第6回

特別授業
モリサワフォントの特別授業。

感想文

6時間

第7回

形を作品へ【1】小さな作品の制作
オリジナルキャラクターを使った小作品を制作する。作品のサイ
ズは大変重要である。毎回大作ばかり制作していると日々の制
作の中で息が切れてしまうだろう。今回の制作を通して、気
軽に量産できる小品の良さを学ぶ。
・キャラクターのポートレートを意識した作品を描く（複数制作
可）
・ドローイングやエスキースをより多く描き、アイデアを出す。
・画材、支持体を意識すること。

進行に遅れのある者は制作

6時間
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第8回

形を作品へ【2】小さな作品の制作
・制作日

進行に遅れのある者は制作

6時間

第9回

形を作品へ【3】小さな作品の制作
・作品の完成
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

作品が完成できていない者は完成させる。

6時間

第10回

形を作品へ【4】「作品」として完成させる
オリジナルキャラクターを使った作品を制作する。
・前回までに制作した小作品を参考に本画を描く。
・背景を描き、世界の中にキャラクターが生活している様
子を描く。
・ドローイングやエスキースをより多く描き、アイデアを出す。
・画材、支持体を意識すること。

エスキース制作

6時間

第11回

形を作品へ【5】「作品」として完成させる
・制作日
・下描きを完成させる。

作品の制作

6時間

第12回

形を作品へ【6】「作品」として完成させる
・制作日
・中間チェック

作品の制作

6時間

第13回

形を作品へ【7】「作品」として完成させる
・制作日
・作品を完成させる。

・作品完成・合評階準備

6時間

第14回

形を作品へ【8】合評会
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・課題提出
・振り返りシート記入
・最終の学修達成度の確認を行う。

これまでの授業の振り返り、シート記入

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習２【VD】
姜尚均
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
ダイアグラム（Diagram）とコーポレート・アイデンティティ（CI: Corporate Identity ）& ビジュアル・アイデンティティ（VI: Visual
Identity ）システムを制作。視覚伝達のための原理と、デザインの考え方を理解した上で目的に沿った必要な情報を選択、構成、視覚化する一
連のプロセスを学び、創造的な解決を求めていきます。必要に応じ、課題制作の中にアプリケーション（Adobe illustrator,Adobe
Photoshop）を用いたDTPスキルのアップを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

グラフィックデザインの専門知識

広告デザイン、Webデザインでの視覚伝達学
習について、コンピューターや写真、印
刷、色彩などの多様な分野の専門知識が理
解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門技術

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）し、ビジュアルデザイ
ン制作することができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

2 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ、チーム活動の内容を理
解し主体的に取り組むことができる

3 ．DP7.完遂

チーム活動の内容を理解し、主体
的に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる

4 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション

： プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を視点に評価する。
10％

振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
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10％
学修到達目標

： 学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等 Visualizing Branches of Knowledge (英語) Ben Shneiderman (はしがき), Manuel Lima (著)
Graphis Diagrams (英語) Walter Herdeg (著)
Diagram Graphics (英語) /everyday diagram graphics (英語) diagrams 2 (英語) P.I.E.Books
タイポグラフィの基本ルール 発行先：デザインラボ、デザインのデザイン 発行先：岩波書店、GRAPHIC DESIGN THEORY グラフィックデザイ
ナーたちの〈理論〉 発行先：ビー・エヌ・エヌ新社、造形思考(上・下) 発行先：誠文堂新光社、ノンデザイナーズ・デザインブック 発行
先：マイナビ出版デザインのデザイン／原研哉
発行先：岩波書店
CI=マーク・ロゴの変遷 太田 徹也 (著)、ニューロゴワールド―世界の最新ロゴ&マークデザイン(英語) P.I.E.Books
Brand Identity Rule Index - CI&VIデザイン、新・100の法則 Kevin Budelmann (著)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限目

場所：

南館3階研究室

備考・注意事項： オフィスアワー：金曜３限。
※事前にアポイントを取ること。
kang@osaka-seikei.ac.jp （Eメール件名としては「演習3について（氏名、学籍番号）とすること。）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題A

「ダイアグラム」「学修到達目標」について説明

自分でテーマを設定し、ダイアグラムを制作します。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明。
第2回

ラフデザイン&アイデアチェック
個別にラフデザインをチェック、案を絞る。

第3回

資料チェック&制作指導
個別に資料チェック。案決定・方向性を決めます。

第4回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A4サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP演習（必要に応じて）

第5回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A3サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP演習（必要に応じて）

第6回

制作チェック＆DTP指導
個別チェック、DTP制作指導

大学の施設や情報を調べ、ラフ案を10案考え
てください。

6時間

教員よりアドバイスをうけたラフ案の資
料を集めてください。

6時間

決まった案に対して、カンプ制作を行ってく
ださい。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた修正作業を行っ
てください。

6時間

第7回

制作チェック＆プレゼンテーション準備、中間学修到達度の確
認
個別チェック、DTP、入稿データの制作指導
中間学修到達度の確認とフィードバック。

教員よりアドバイスをうけた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。

6時間

第8回

全体講評：プレゼンテーション、課題B「CIシステム」説明／
【中間】学修到達度の確認／「研究倫理教育」実施
講評を受けて自身で振り返る。課題B：企業のCIを制作します。
学修到達度、振り返りシートの作成。

企業のCIの事例を調べて、資料を集めてくだ
さい。

62時間

第9回

資料チェック&企画書配布
個別に資料チェック。企業、デザインの方向性を決めます。

ラフデザインと企画書作成

6時間

第10回

ラフデザイン&企画書チェック

教員よりアドバイスをうけた内容をカンプ制
作に反映してください。

6時間

決まった案に対して、カンプ制作を行ってく
ださい。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。

6時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。

6時間

個別にラフデザイン&企画書をチェック、案を絞る。
第11回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A4サイズ、プリントアウト）チェック・発表。

第12回

CIシステムの構成内容チェック
個別チェック、構成内容の確認&6修正

第13回

制作チェック＆DTP指導
個別チェック、DTP制作指導

第14回

全体講評：プレゼンテーション／【最終】最終の学修達成
度の確認
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
最終の学修達成度の確認・ルーブリックの実施、振り返りシー
トの作成、学修成果の可視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【AC】
和田真一
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業原型としてフィギュア・玩具のデザイン・設計・3D造形。コンシューマーゲームタイトルのコンセプト
アート・デザイン制作。（全１４回）

授業概要
●●●3Dデジタル彫刻を学ぶ●●●
3DCGのデジタル彫刻分野における事実上の標準アプリケーション「ZBrush」の基本を習得済みの学生を対象にした、より高度で応用的な機
能と操作方法を学びます。既に習得済みの機能と本科目で新しく習得する機能を使用し、素体の作成から最終課題であるヴィネット（ミニジオ
ラマ）の制作までを講義内容とします。素体の作成には正しい美術解剖学の知識が必要となりますので、ZBrushの学習と同時に美術解剖学の講
義も行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

課外課題で作品制作の基礎理解

作品世界観を構築できる。
キャラクターデザインの方法論を理解する。
プレゼンテーションの方法を理解する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ZBrush操作と美術解剖学の理解

ZBrushの基本的操作ができ、美術解剖
学に基づいた正しい人体、キャラク
ターを作ることができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

新しく学んだデジタル彫刻技術をどのよう
に使用して、課題を達成することができるか
を計画し、実行ができる。

2 ．DP6.行動・実践

デザイン画に沿って3Dデジタル彫刻ヴィネッ
トの制作ができる。

3 ．DP7.完遂

基本編より技術面で進化したハイクオリ
ティなオリジナル作品を制作できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
以下に示すように、成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション等、総合
的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

コンセプトアート
40％
試験（作品提出）

： 制作するヴィネットのコンセプトアートが要求されたテーマ通りに作成されているかを評価しま
す。
： 各構成要素の個別点(30点)制作工程と機能習熟度(30点)完成品の評価(40点)

50％
学習到達度
10％

： より専門性の高いZBrush技術の習得と、課外課題の世界観とデザインで学ぶ創作作品の完成度を評
価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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スカルプターのための美術解剖学
ソッカの美術解剖学ノ－ト
ANATOMY SCULPTING(アナトミー・スカルプティング) 片桐裕司 造形テクニック
フィギュアスカルプティング 粘土で作る全身像:アナトミーと面からの構築
ZBrush キャラクター＆クリ―チャ― - ZBrush Characters & Creatures 日本語版
ZBrushフィギュア制作の教科書
ZBrush スタジオプロジェクト: リアルゲームキャラクター(DVD付)
ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック (DVD付)
はじめてのZBrush―直感的に使える「3D‐CGソフト」
デジタル原型師養成講座 プロとして通用するフィギュア作成技法

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回3時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
本授業は、前年度に「造形芸術専門基幹演習1」の単位を修得された方が対象となります。前年度の講義内容を踏襲して本授業は構成しているの
で、授業開始までにしっかりと前年度講義内容の復習をしておいてください。
課題では、ZBrushを使用してヴィネット（ミニジオラマ）を作成します。前もって自分の作りたい造形物デザインを考え、必要な資料を集めて
おくようにしてださい。
毎時間の講義内容の積み重ねによって、最終課題を作成することができる技術が身につきます。一日の欠席が技術の習得に大きく影響を及ぼし
ます。積極的にノートをとり、わからない部分がでてきた場合にはすぐに解消していくようにしましょう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
wada-s@osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：ZBrushの機能について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ZBrush基本機能復習とスピードスカルプト
前年度に習得済みの基本機能をまとめて復習し、スピードスカル
プト課題としてテーマに沿った造形物を作成します。

前年度の授業内容を見直し、学習済みの機
能を再度確認しておく。

4時間

第2回

Sculptris Pro詳解
SculptrisProについて詳細まで学びます。Grid機能を使用しリ
ファレンス画像を元にしながらオブジェクトを彫刻する方法を学
習します。
ヴィネットの制作説明をし、コンセプトアートの制作について解
説します。

人体の頭蓋骨の資料を収集しておく。

4時間

第3回

モーフィング

第2回で説明されたヴィネットのコンセプト
アートを制作しておく。

4時間

「ZBrush Layer」というワードでインター
ネット検索し予習しておく。コンセプトアー
トの世界観を設定して、出来る限り作成して
おく。

4時間

「ZBrush Surface Noise」というワードでイ
ンターネット検索し予習しておく。コンセプ
トアートのライティング・質感を設定し
て、出来る限り作成しておく。

4時間

【YouTube】BLESTARch 「ZBrush4R8 新機能解
説 #3 Live Boolean」をYouTubeで検索し視
聴しておく。コンセプトアートの主役の三面
図を設定して、出来る限り作成しておく。

4時間

SubstancePainterの「ベイク」というワー
ドでインターネット検索し、予習してお
く。コンセプトアートの主役以外の設定をし
て、出来る限り作成しておく。

4時間

【YouTube】BLESTARch 「ZBrush4R8 新機能解
説 作例」No1～5をYouTubeで検索し視聴して
おく。コンセプトアートの具体的な制作方
法や部分スケッチを設定して、出来る限り作
成しておく。

4時間

「ZRemesher」というワードでインターネッ
ト検索し予習しておく。

4時間

形状を変形させるモーフィングについて学び、それを彫刻に活か
す方法を学びます。
ヴィネットコンセプトアートチェック。主役のデザイ
ン画を描く。
第4回

スカルプトレイヤー

スカルプトレイヤー機能について学習します。レイヤーはスカル
プト、ポージング、ポリペイントに使用します。
ヴィネットの世界観を膨らませる。
第5回

サーフェースノイズ・UV

サーフェイス上にランダムにノイズを発生させたり、パター
ンを発生させスカルプトやポリペイントに変換することができ
るサーフェースノイズについて学習します。
ヴィネットのライティング・質感を設定します。
SubstancePainterの基本を学習します。
第6回

Live Boolean

3D形状の足し算、引き算、掛け算となる「Boolean」機能につい
て学習します。
ヴィネットの主役の三面図を描く。３Dラフモデルを作成する。
SubstancePainterによるスピードペイント課題を実施します。
第7回

SubToolフォルダ

SubToolのフォルダ作成・管理機能と、それに付随する多様な機
能を学習します。
ヴィネットの主役以外の設定を考えます。
Substance Painterによるマテリアルベイクを学習します。
第8回

Deformers

Gizmo3Dに搭載されているメッシュ変形機能Deformersについて学
習します。
ヴィネットの具体的な制作方法や部分スケッチの作成をします。
第9回

ZRemesher詳解
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ZBrushでスカルプト作品をつくる上で避けては通れな
いMulti-Resolution Mesh Editingについて学習します。それに
ともなって必要なZRemesher、Projectの機能も解説します。
学習した機能を使用してのヴィネット制作。
第10回

アルファ詳解
アルファ画像を使用した様々なディテールスカルプト方法を学び
ます。2Dアルファ、3Dアルファ、Xtractorブラシ
学習した機能を使用してのヴィネット制作。

第11回

多様な機能を組み合わせたTips
これまでに学んできた既存の機能や新機能を組み合わせて作
業を効率化するための多様な方法、技術を学習します。

第12回

最終課題ヴィネット制作①

ヴィネット要素チェック

第３回から継続して制作を行っているヴィネット制作の最終段
階に入ります。
最終課題ヴィネット - シルエットチェック、再考。

「zbrush xtractor brush」というワードでイ
ンターネット検索し予習しておく。

4時間

これまでに学習してきたZBrushの機能を復
習し、組み合わせた操作に対応できるように
しておく。

4時間

これまでに制作してきたヴィネットの再確
認を行っておく。

4時間

第13回

最終課題ヴィネット制作② ヴィネットシーン構築
作成してきた部品オブジェクトを一つに構成し、ヴィネットシー
ンとしてまとめます。
最終課題ヴィネット - ヴィネットシーン構築。

ヴィネットの各サブツールを確認しておく。

4時間

第14回

最終課題ヴィネット制作③

制作してきた各要素をまとめ、ヴィネットと
して完成し提出日に提出できるように仕上げ
をおこなっておく。

4時間

シルエットとディテールを考える

課題完成に向けて、ここまで作成してきた造形物のシルエッ
ト、ディテール、共にクオリティ高く制作できているかを確認し
ていきます。
最終課題ヴィネット - ディテールアップ、仕上げ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習２【MD】
中根友美
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
Photoshop、clipstudioを使用したグラフィックデザインの仕事経験（全14回）

実務経験の概要

授業概要
デジタルイラスト制作の基礎知識と技術と、デザイン現場で通用するデザイン制作技術を学び、今後のデジタル作品制作に役立たせることを目
指す。デジタルカラーでの塗り分けでは各自に合った塗りの方向性と新たな表現について模索し、作品の幅を広げる。カードゲームの絵を想
定したイラスト制作では、実際の仕事の流れと同じように提示された指示書に添ったキャラクターをデザインし、カラーラフを提出確認をし
た後に作品を完成させる。集合絵は、複数人数のキャラクターを以下に配置すれば効果的な構図になるよう作成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

デジタルイラストソフトの機能を理
解し、塗りのバリエーション・実際の仕
事を想定しての作品制作方法を知る。

デザイン現場でメインソフトとして使われて
いるソフトを理解し、仕事として通用する作
品作りが出来る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

デジタルでコミックアートを描き、キャラク
ターデザインやイラストの仕事ができる。

デザイン現場でメインソフトとして使われて
いるソフトを理解し、仕事として依頼され
る内容の作品を、依頼者の意図をくみ取っ
た作品として仕上げることができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってキャラクターや構
図、ストーリーを考えて提案する事が出
来る。

2 ．DP6.行動・実践

課題の約束事の意味を理解して守り、決めら
れた時間内に効果的な手順や技術の選択・工
夫が出来る。

3 ．DP4.課題発見

自己の作品に不足している技術を知り、解
決の目標を定めることが出来る。

4 ．DP7.完遂

提示された課題の内容に向き合い計画性を
もって取り組み、作品を完成させることがで
きる。

5 ．DP10.忠恕の心

作業過程で同講義を受けている学生に対し気
遣いができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション

： プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を視点に評価する。
10％

振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
10％

301

4354
学修到達度評価

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

パク・リノ(著), 金智恵 (翻訳) ・

出版社

出版年

色塗りチュートリアル 立体感の ・ マール社
あるキャラを描こう!

・

2020 年

参考文献等
アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術/室井 康雄(アニメ私塾)/エクスナレッジ/2017発行
校〈2〉キャラクターの描き方 /ヒラタリョウ/グラフィック社/2011年発行

・

マンガの学

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は指定しない
が、各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:10～14:50

場所：

南館3階 研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ブラシ等の設定・キャラクターの塗り分け①/線画
Photoshop、clipstudioでブラシなどの設定をする。
オリジナルキャラクターを作成し、線画に起こす。
研究倫理教育の実施と、学修到達目標についてこの授業の学び
と養われる力を説明する。

線画まで仕上げてくる。アニメ塗りを用い
た作品について調べてくる。

6時間

第2回

キャラクターの塗り分け②/アニメ塗り
第1回で線画に起こしたキャラクターをアニメ調のタッチで彩
色する。
デジタルにおけるレイヤーを使用した塗りの方法や、手順を覚え
る。

水彩塗りを用いた作品について調べてくる。

6時間

第3回

キャラクターの塗り分け③/水彩塗りまたは厚塗り

各塗りの彩色を進めておく。プレゼンテー
ションの準備を行う。参考にしたいカード
ゲームを調べてくる。

6時間

第1回で線画に起こしたキャラクターを水彩塗り厚塗りで彩色す
る。
第4回

キャラクターの塗り分け④/仕上げ・合評
各塗りの仕上げを行い、完成度を高める。
講評会を行う。
制作を進める上で上手くいかなかったところをまとめ、対
策を考える。

参考にしたいカードゲームを調べてくる。

6時間

第5回

カードゲームの絵を想定したイラスト作成①/ラフ
ソーシャルゲームのカードを想定してオリジナルイラストのラ
フを描く。
キャラクターのデザインの方法、汎用性のあるイラストになるよ
う全身を描き、実際に仕事依頼を受けた想定でイラストを完成さ
せる。

ラフを完成させておく。

6時間

第6回

カードゲームの絵を想定したイラスト作成②/素体作画
ラフを元にまず素体（服を着せる前のキャラクターのボディライ
ンのみの描写）を描く。
ゲームイラストの依頼の際、素体の提出が必要になる場合もあ
り、大切な工程であることを理解する。

素体作画まで完成させておく。

6時間

第7回

カードゲームの絵を想定したイラスト作成③/線画
素体をベースに、服の立体感に注意して服を着せた作
画を行い、線画を描く。

線画まで完成させておく。

6時間

第8回

カードゲームの絵を想定したイラスト作成④/着色
キャラクターと背景の着色を行う。
カード風に仕上げ、完成度を高める。

プレゼンテーションの準備を行う。

6時間

第9回

カードゲームの絵を想定したイラスト作成⑤/合評

制作を進める上で上手くいかなかったところ
をまとめ、対策を考える。 参考になるブッ
クカバーのデザインを調べてくる。

6時間

講評会を行う。作品成果発表を行い、課題の振り返りを行う。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。
第10回

多人数の集合イラストを描く①／ラフ
4人以上のキャラクターが集合したイラストを描く。
キャラクターのデザインや種族、世界観は自由に設定して良い。

構想や下描きを進める。

6時間

第11回

多人数の集合イラストを描く②／線画
メイン・サブメインのキャラクターを決めておき、キャラク
ターの関係性が察せられるよう構図を考える。
全てを同一に描写するのではなく、キャラクターごとにサイ
ズを変えたり位置を調整しながら線画を進める。

バランスに注意しながら描き込みを進める。

6時間

第12回

多人数の集合イラストを描く③／着色
メインとサブメインの間に差し色を入れたり、メインとサブメイ
ンで彩度を変えたりと、「差」を演出しながら着色を行う。

着彩を進める。

6時間

第13回

多人数の集合イラストを描く④／仕上げ

合評に向けてプレゼンテーションの準
備を行う。

6時間
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意図した通りに描き上げられているか、描き込みが足りない部
分がないかを確認する。
第14回

多人数の集合イラストを描く⑤/合評

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集する。

講評会を行う。発表内容の精度を高める。授業全
体を振り返り、自己の課題を明確にする。
最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【GA】
松本文浩
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

3DCGデザイナーとしてコンシューマゲーム、映画・TV映像、VRコンテンツ、商業フィギュア原型等の3D造
形とテクスチャ制作。（全14回）

授業概要
本科目ではゲームや映像などのコンテンツを制作する上で必要となる3Dモデリングからテクスチャ制作、質感制作の基礎を学びます。
1年次に習得してきたMayaの基礎的な内容とZBrushによるスカルプトモデリングの基礎を学び、ゲーム開発や映像制作の現場を想定したZBrushに
よるハイメッシュでのディテール製作とMayaによるローメッシュのポリゴンモデル制作とUV展開、SubstancePainterによるテクスチャー制作ま
でのそれぞれのソフト間の連携とワークフローを総合的に学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム開発、映像制作に必要な制作ソフ
トの基本操作の理解

Maya、ZBrush、SubstancePainterを使っ
て、指定した3DCGモデルを作成することがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ゲーム開発、映像制作のワークフローを理
解し、作品を制作する。

Maya、ZBrush、SubstancePainterの特性を理
解し、連携させた作品制作ができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

新しく学んだモデリング技術をどのように使
用して、課題を達成することができるかを計
画し、実行ができる。

2 ．DP6.行動・実践

授業教材に沿って3DCGモデルの制作ができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

各アプリケーションの特徴を理解し、連携す
ることで実践的なワークフローで作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わず「不可」とします。
以下に示すように、成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、受講状況等を総合的に見て評
価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の成果物と課題提出
55％
受講状況
30％
学習到達度

： 各授業で行われる内容の理解度を測るため、それぞれの制作・提出された課題内容をもって評価す
る。課題の未提出は減点対象とします。
： 各回授業への参加状況や、積極性（質問や制作への姿勢）、授業態度から総合的に判断します。
授業の参加者としてのリテラシーの高さも評価対象とします。
： 授業で学んだアプリケーションの操作に関する理解度と課題作品の完成度を評価します。

15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講師による授業専用webサイト
Autodesk Maya トレーニングブック 第4版
ZBrushフィギュア制作の教科書
作りながら覚える Substance Painterの教科書
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履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修」に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時

場所：

メールで受け付けます。

備考・注意事項： 基本的に質問は以下のメールで受け付けます。
f.matsumoto@blinklab.me
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ZBrush基礎
・授業ガイダンス
この授業を通してデフォルメキャラクタとヴィネット風ベー
スを作成する予定です）

授業内容の復習、授業外で一
度はZBrushに触れておく

4時間

授業内容の復習

4時間

授業内容の復習、ヴィネット用アイテムの作
成を進めておく

4時間

授業内容の復習、次回までにヴィネット用ア
イテムを完成させておく

4時間

ヴィネットモデル作成を進めておく

4時間

・ZBrushの基本操作を学習
・ワンパーツの簡単なオブジェクトをスカルプトモデリング
第2回

Zbrush基礎2、Mayaの復習
【Zbrush基礎2】
・複数パーツ（サブツール）の扱い方
・ぬいぐるみ制作
【Mayaの復習】
・ポリゴンモデリングツールの復習

第3回

Zbrush基礎3、Mayaでアイテム作成
【Zbrush基礎3】
・様々なブラシの特性
・マスクとポリグループを使いこなす
【Mayaでアイテム作成】
・ヴィネット用アイテムの作成（ポリゴンモデリング）

第4回

Zbrush基礎4、Mayaでアイテム作成2
【Zbrush基礎4】
・テクスチャによるディテール作成
・様々なブラシを用いたディテール作成
【Mayaでアイテム作成2】
・ヴィネット用アイテムの作成（ポリゴンモデリング・UV展開）

第5回

ZBrushとMayaの連携
・Mayaで作成したローメッシュアイテムをZBrushに読み込みディ
テールを作成
・FBXデータの取り扱い
【Maya】
・ヴィネットに配置するアイテムだけでなく、床や壁なども作成

第6回

【ZBrush】ディテールモデリング
【ZBrush】
・（前回の続き）ローメッシュアイテムとヴィネット全体のディ
テール作成

ヴィネットモデル作成を進めておく

4時間

第7回

【SubstancePainter】基礎

次回までにヴィネットモデルを完成させてお
く

4時間

SubstancePainterでヴィネットモデルのペイ
ントを進めておく

4時間

【Maya】Arnoldレンダー基礎

・PBRの基礎知識
・SubstancePainterの基本操作
【Maya】
・SubstancePainterで作成したテクスチャをMayaで作成したモデ
ルにアサイン
・Arnoldレンダーの基本（ライティングとレンダリング）
第8回

【SubstancePainter】実践 【ZBrush】デフォルメキャラク
ター作成1
【SubstancePainter】
・Maya、ZBrushで作成したヴィネットアイテムのペイント
・ノーマルマップの作成方法とその効果について
【ZBrush】
・ヴィネットに配置するデフォルメキャラクターの作成

第9回

【Maya・ZBrush】デフォルメキャラクター作成2
【Maya・ZBrush】
・ZBrushによる全体形状の作成
・Mayaによるデフォルメキャラクタのリトポロジ
・リトポロジモデルをZBrushで形状微調整

デフォルメキャラクターの作成を進めておく

4時間

第10回

【Maya・ZBrush】デフォルメキャラクター作成3

デフォルメキャラクターの衣装とアイテム作
成を進めておく

4時間

【Maya・ZBrush】
・Mayaによるデフォルメキャラクタ作成「衣装、アイテム」
・ZBrushでのモデリングとMayaによるリトポロジー
第11回

【Maya・ZBrush】デフォルメキャラクター作成4
【Maya・ZBrush】
・作成したデフォルメキャラクタをZBrushで形状の最終調整
・Mayaによるデフォルメキャラクタ作成「UV展開」
・Mayaのスケルトン、ZBrushによるポージング方法

デフォルメキャラクタのUV展開を進めておく

4時間

第12回

【SubstancePainter】実践

デフォルメキャラクタのペイントを進めてお
く

4時間
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・SubstancePainterによるデフォルメキャラクターのペイント
・SubstancePainterの”Generator”を習得する
第13回

【Maya】Arnoldでのレンダリング
・Arnoldレンダーのポストエフェクト処理、ノイズ除去などの精
度調整について
・AOVｓによるマルチパスレンダリング
・Photoshopなどの画像編集ソフトによるレンダリング画像補正

第14回

まとめ
・作成したデフォルメキャラクタとヴィネットの合評を行う。
・データの提出
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次回までにデフォルメキャラクタとヴィネッ
トを完成させておく

4時間

授業時間中の提出ができなかった場合は、既
定の期日までに指定の場所にデータを提出し
てくこと

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習２【MD】
宮本佳子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
デジタルソフト（CLIP STUDIO）を使用した作品制作の実務経験有（全14回）

実務経験の概要

授業概要
デジタルコミックの制作において世界的なシェアを持つ”CLIP STUDIO”を用い、デジタルでのマンガ制作全般の学習を行う。デジタルツールで
のキャラクター、背景の制作やトーンワーク、仕上げ作業などを習得しながら、ツール操作のスキルを同時に身につける。作画作業を中
心に、プロ漫画家、プロアシスタント業務等で通用する技術と応用力を培うことを目標とする。今後の発展が見込まれるウェブトゥーンについ
ての学習も取り入れていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

多くのシェアを持つCLIP STUDIOでのコミッ
ク制作のスキルを身につける。

身につけたスキルをどのような現場で活用で
きるのかを考えることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ツールを使いこなし、様々な作品制作に応
用できる力を身につける。

実際のマンガ制作の現場で通用する技術を獲
得することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分にはどんな傾向の作品があっているの
か、またどのような作品が描きたいのか
を、他者の作品等も参考にしながら考えるこ
とができる

2 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ったデジタルコミッ
クを作成することができる

3 ．DP6.行動・実践

完成した課題作品をSNSや漫画賞に投稿する
ことができる

4 ．DP7.完遂

完成した作品について、他者の意見や自身で
の見直しを行い、ブラッシュアップすること
ができる

5 ．DP10.忠恕の心

課題に真摯に向き合い、常に他人に対す
る思いやりと誠実さをを持って行動すること
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション
10％
振り返りシート

： "プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を
視点に評価する。"
： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。

10％
学修到達目標

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
PCでまんがを描こう！

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
・課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。
・私語、飲食、携帯使用、該当授業以外の作品制作などの周囲の学習の妨げとなる行為については、厳しく指導を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業内で適宜指示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

CLIP STUDIOの基礎学習①基本機能の理解
各機能を理解する

本日学んだ操作を復習しておく

6時間

次回授業のために、マンガ本を用意しておく

6時間

ベタまで完成させておく

6時間

二コマ漫画を完成させる

6時間

・CLIP STUDIOの基本操作
・ファイルの新規作成、保存、その他ツールの各機能の理解
・マンガ用新規キャンバスの作成、表現色、ノンブルの作成
・レイヤーの基礎知識（ラスターとベクター、結合やマスクな
ど）を活かし、
マスクとベクターレイヤーを使用したイラストを作成
・研究倫理教育の実施と、学修到達目標についてこの授業の学び
と養われる力を説明する。
第2回

2コママンガの作成①デジタルコミックの基本
CLIP STUDIOを使用し、与えられたテーマに沿って2コママン
ガを作成する。
・枠線とフキダシ機能
・ペンツールの選び方、カスタマイズの方法
・ラフ（ネーム）を作成

第3回

2コママンガの作成②下描きとペン入れ
テーマに沿った2コマ漫画を制作する。
・ネームを完成させる
・ペンツールを使い、ペン入れをする
・ベタを塗る

第4回

2コママンガの作成③トーンワークと仕上げ
モノクロの2コマ漫画を完成させる。
・デジタルトーン
・グラデーショントーン
・デコレーションツールでの装飾などの操作方法
・テキスト（セリフ）の入力方法

第5回

CLIP STUDIO・3Ｄモデル
CLIP STUDIOの3Ｄ機能を使い、マンガ用のキャラクターを2体制
作する。
・プリセットされた3Ｄモデルの操作
・テーマに沿ったポーズを決定し、トレースする
・ペン入れを行い、仕上げる

3Dモデルの使い方の復習をする

6時間

第6回

CLIP STUDIO・パース定規
CLIP STUDIOのパース定規の使用方法を学ぶ

パース定規の使い方の復習をする

6時間

ネームを仕上げておく

6時間

ペン入れを終えておく

6時間

次週の講評に向け、課題の見直しとプレゼ
ンの用意をする

6時間

意見を元に、次作に向けて構想を練る

6時間

・1点透視、2点透視、3点透視の各技法を用い、簡単な背景イラ
ストを作成
・作成した背景イラストを用い、人物と背景のパースを合わせ
たイラストを作成する（空間パース）
第7回

2ページマンガ作成①ネーム
前週に制作したキャラクターを用い、与えられたプロット通り
にマンガを制作する
（プロットは複数有り、選択できる）
・自分にあったプロットを選択する。
・プロットを熟読し、ネームをCLIP STUDIOで制作する

第8回

2ページマンガ作成②下描きとペン入れ
完成したネームから、下描きを作成する
・3Ｄモデル使用可（自分でデッサンすることを推奨）
・ペン入れを行う
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う

第9回

2ページマンガ作成③完成
2ページマンガを完成させる
・トーンワーク、ベタ塗りを進める
・全体の修正（人体のデッサン、背景パースなどを見直す）
・2ページ漫画を完成させる

第10回

全体講評

308
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提出されたマンガをプレゼンし、学生同士で意見を出し合う
・各自、必ず一度は意見を述べること。
・もらった意見を元に、作品を見直す。
第11回

ウェブトゥーンの制作①基本学習
ウェブトゥーンについて、概要の説明

ネームを仕上げておく。

6時間

下描きまで完成させておく

6時間

ペン入れまで完成させておく

6時間

前期全体の振り返りと反省点を考える

6時間

・横読みと縦読みマンガの演出の違いを学ぶ
・ウェブトゥーン用のキャンバスの作成する
・5コマ以上の縦読みマンガを作成する（1520*20000px以内）
・プロットとネームを作成する（テーマ自由）
第12回

ウェブトゥーンの制作②下描き～ペン入れ
縦読みマンガの下描きとペン入れを制作する
・背景は簡単なもので良い
・人物は3Ｄモデル使用可

第13回

ウェブトゥーンの制作③ペン入れ～
縦読みマンガのペン入れを完成させる
・様々なペンやデコレーションツールを使用し、人物と背景を完
成させる

第14回

ウェブトゥーンの制作④完成
縦読みマンガを完成させる
・トーンワーク、ベタ入れを終え、完成させる
・前期の振り返りをおこなう
・最終の学修達成度の確認を行う

309
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習２【IA】
田中和枝
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
ブックデザインを仕事としています。（１４回）

実務経験の概要

授業概要
本の表紙を飾る装画、雑誌の紙面を彩る挿絵は、出版というジャンルの中で大変重要な役割を担っています。
ブックデザイナーという立場から現在進行している仕事もテキストに含めイラストレーションを依頼し、
どう取り組んで制作していくのか、実際の仕事の流れに沿った授業を行っていきたいと思っております。
何を伝えるのか？何をどう描くか？どの画材でどのように表現するのか？
いろいろなジャンル、媒体、テキストにチャレンジしてもらいます。
企画・立案→資料収集→作品制作といった流れで、考えて描くことにチャレンジしてもらいます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

エディトリアルにおけるイラストレーショ
ンの理解

媒体、テキストに沿って、柔軟にアイデ
アを思考することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

イラストレーションの制作とそれを本とし
てデザインする

アイデアを商品として形にする。個性・表現
力の追求して表現することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

締め切りに向けスケジュールをたて実行す
る。

2 ．DP6.行動・実践

精度の高い作品作り。妥協のない作品へと仕
上げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
最終課題で装画コンペへ応募するための制作に取り組みます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品の提出）
60％
作品の完成度

： テーマについてよく考えて、資料を収集し、アイデアが練られているか。
主体的な態度で制作に臨んでいるか。
・試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 締め切り遵守。作品の完成度。

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等

310
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必要に応じ講師が配布
・玄光社 イラストレーション
・誠文堂新光社 イラストノート

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、一つ一つの課題の内容を丁寧に復習し、課題をみつけ次回の授業に向けて意欲的に取り組んで下さ
い。
ブックデザインには資料集めが重要なファクターを占めます。資料集めにかかる時間を惜しまないで下さい。
また、普段からイラストレーションが使用されている商品・作品を意識して見るようにして下さい。。
「この人は何を表現したかったのか」「この商品に対してこのイラスト表現はどうか」など見て考える事で多くを学ぶ事が出来ます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 詳しくは授業時間内に連絡
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

人物を描く。課題の内容把握とアイデア展開
自ら人物を選択し、人物生態（その姿、所持品、特徴習
性、等）を描く
（詳しい内容は授業最初に説明。）

課題の資料集め。

2時間

この時間で下書きチェックを済ませておくこ
と

2時間

画材：自由
サイズ：A3用紙サイズであれば素材は自由。
詳しい内容は授業にて説明。
スケッチブックを用意すること。
下書き制作
第2回

人物を描く。アイデアと下書き
課題制作
下書きチェック。
下書きチェックを受けた人は着彩へ

第3回

人物を描く。本制作
課題制作
着彩→完成

この時間内に完成させておくこと

2時間

第4回

人物と部屋を描く。課題の内容把握とアイデア展開

インテリア雑誌等で部屋のモチーフをしら
べ、下書きを完成させてくること。この授
業から着彩ができるようにしておくこと
が望ましい。

2時間

最低でもこの授業から着彩ができるようにし
ておくこと

2時間

この授業内で課題を完成させておくこと
が望ましい。

2時間

評価を振り返り、修正を試み、より完成
度の高い作品へと仕上げる。

2時間

課題の詳しい内容説明。
前回の課題の個別講評。
住人とその部屋を描く。（詳しい内容は授業最初に説明。）
画材：自由
サイズ：A3用紙サイズであれば素材は自由。
詳しい内容は授業にて説明。
スケッチブックを用意すること。
下書き制作
第5回

人物と部屋を描く。下書きから本制作へ
課題制作
下書き制作→下書きチェック。
下書きチェックを受けた人は着彩

第6回

人物と部屋を描く。本制作
課題制作
チェックを受けた人は着彩、制作を進める。

第7回

人物と部屋を描く。合評会
課題制作と課題の個別講評。
着彩仕上げ→完成へ
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック

第8回

ブックデザインとイラストレーションについて
ブックデザインについての説明。
エディトリアルにおけるイラストレーションの役割とその考察。
実際に出版された本とそのイラスト原画をみてもらい、プロの仕
事を実感してもらいます。

媒体についての理解度を深める

2時間

第9回

小説とイラストレーション 1＿内容理解とアイデア展開

テキストを読み込む。資料集め。イメー
ジを膨らます。

2時間

高い完成度を目指す

2時間

テキストを読み込む。資料集め。イメー
ジを膨らます。

2時間

課題の小説を読んで、装画＋タイトルも含めて本のデザインを作
成してもらいます。
小説の醸し出すテーマ、雰囲気を読み取って、その小説の世界
感を表現する事に挑戦してもらいます。
テキストを読み込みアイデアをまとめ、ラフの制作へ
第10回

小説とイラストレーション 2＿制作
イラスト、文字情報や構成などを考え、本制作へ。
自己のアイデアが高いクオリティーで表現出来ているか
常に思考しつつ制作にあたって下さい。

第11回

挿画コンペに挑戦 1＿課題把握とテキスト読み込み、着想
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ただ好きな絵を好きなように描くという段階からもう一歩すすめ
てテーマを決めて描く。
各々の個性、描くイラストの方向性などをよく考え
課題図書の中から挑戦する本を選び、テキストを読み込んで構
想を練る。
第12回

挿画コンペに挑戦 2＿アイデア展開とラフ制作
選んだテキストを読み込み、集めた資料を元にアイデアをまと
め、ラフの制作→本制作へと進めて行く。

第13回

挿画コンペに挑戦 ３＿アイデアチェックと本制作
本制作。
作品のクオリティーを上げて行く。

第14回

合同合評会
作品を完成させ、発送出来るところまで整え梱包する。
授業全体を振り返り、学んだ事の総評。
出版界の現状とこれからの未来についての考察。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視 化（ポートフォリオ）

312

テキストを読み込む。資料集め。イメー
ジを膨らます。

2時間

途中経過を見直し、完成度を高める努
力を・・・。作品を創るとともにコンペ応
募の手順も把握する。

2時間

アンテナを張って、自己表現方法を追求す
る。

2時間

4358
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【VD】
桐原一史
VDコース・2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
ブランドの定義や役割、機能や価値を理解し、ブランドデザインが影響を及ぼす市場や領域を認識し、特に「製品におけるブランドデザイ
ン」について学ぶ。授業では製品の背景にあるブランド戦略や市場戦略について理解します。課題制作ではテーマに沿って調査、分
析を行い、気づきから独自のアイデアへと繋げる。また、ロゴやパッケージデザインを体験することでタイポグラフィーやレイアウト、カ
ラーなどの基本を学びます。授業後半にはプレゼンテーションと総評を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ブランドにおけるビジュアルデザインの重要
性

ブランドデザインを通じてブランドの定
義や役割、その機能や価値を理解するととも
にビジュアルデザインとしての力を理解す
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

タイポグラフィー（欧文書体、和文書
体）、レイアウト、カラーについての知
識と理解。

文字の選択、文字組み、文字詰めの基
本を学び、ブランドロゴのデザイン制
作を行うことができる。パッケージデザイ
ン制作の中でレイアウトやカラーデザインな
ど、ビジュアルデザインの基本を学ぶ。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマに対してマーケットリサーチを実
施し、様々な発見や気づきをもとに分
析を行い方向性を導くことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

与えられた時間で独自のアイデアを展
開し、計画的に物事を進める為のプロセ
スを学ぶことができる。アクティブラーニン
グの中でアイデアやプランを客観的に見
直す機会をもち、柔軟な対応力を養うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合
作品のオリジナリティーとクオリ
ティー

評価の基準
： 独自のアイデアを完成度をもってデザインできたかを評価する。
50％

課題に対する理解と取組み状況

： 課題やテーマの理解力と、問題を解決しようとする積極的な姿勢を評価する。
10％

プレゼンテーション

： 2つの課題を通じて自分の考えを伝えるためのコミュニケーション能力について評価する。
20％

作品データ（e-ポートフォリオ）の提 ： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後に作
出
品データを提出し、評価する。
10％
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学修到達目標

： 学修到達目標について評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
コーポレートブランドと製品ブランド（創成社）、ブランド論（ダイヤモンド社）デービッド・アーカー（著）、ロングセラーパッケージ大
全（日経BP社） 、欧文書体（美術出版社）、配色＆カラーデザイン（デザインラボ）、パッケージデザインの教科書：第3版（日経BP社） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス

製品ブランドデザインについて

①授業全体の概要説明を行い、学ぶべきポイントについて説明す
る。
②ブランドデザインを学ぶ上でブランドにおける定義、役割、機
能、価値についてビジュアル事例をもとに理解を深める。
③ブランドの領域（種類）を認識し、その中の「製品ブラン
ド」について事例をもって探求する。
④授業後半に「課題1」の説明を行う（マーケットリサーチのた
めの調査書のフォーマットを配布）
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る
第2回

課題1： 製品ブランドデザイン（飲料）
「ブランドロ
ゴ（欧文）」、「パッケージ」、「フライヤー（表面のみ）」
①商品コンセプト、アイデア展開を行う。
（最初からひとつに絞り込むことなく複数のアイデア、コンセプ
トを展開する）
＊面談形式にて制作上のアドバイスを行う。

第3回

課題制作 1

コンセプトの決定とアイデア検討

①商品コンセプトを決定する。
②商品ブランドネーミングを検討する。
③ブランドロゴデザインのラフ案の検討に入る。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第4回

課題制作 2

ブランドロゴデザインのブラッシュアップ

①ブランドロゴデザイン案を決定する。
②ブランドロゴデザインのブラシアップを行う。
（欧文書体の基本を理解すると同時に書体の種類、文字組み、字
詰めについても就学する）
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第5回

課題制作 3

ブランドロゴデザインの完成

①ブランドロゴデザインの完成を目指す。
②パッケージとフライヤーについても検討を始める。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

「課題1」のテーマに沿って、マーケットリ
サーチを行い、気になった商品についてブラ
ンド視点での発見や気づきを調査書にまとめ
ておいておく。特に欧文書体をグラフィッ
ク（ロゴデザイン）要素として用いた製品デ
ザインについてリサーチしておく。

4時間

授業で得た様々な情報をベースにアイデ
アの展開を行っておく。リサーチなどが足り
ない場合には必要に応じて個々に実施してお
く。

4時間

次回授業までにブランドロゴデザインのアイ
デア展開を進める。

4時間

ブランドロゴデザインのブラシアップを行う
と同時に、パッケージ、フライヤーの役
割を考え、それぞれのグラフィック要素（ビ
ジュアル、カラーなど）について検討を進め
ておく。

4時間

パッケージとフライヤーのデザインの役
割を考え、それぞれのグラフィック要素（ビ
ジュアル、カラーなど）について検討を進め
ておく。

4時間

第6回

課題制作 4
パッケージとフライヤーのアイデア展開
①パッケージとフライヤーのデザインのアイデア展開を行う（ブ
ランドロゴを効果的に扱う）
②それぞれのグラフィック要素（ビジュアル、カラーなど）につ
いて検討する。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

完成に向けて制作を継続する。

4時間

第7回

課題制作 5

次回プレゼンテーションに向けて準
備を行う（プレゼンテーションのフォーマッ
ト使用） フライヤーについてはA4出力を用
意しておく。

4時間

「課題 2」のテーマに沿って、マーケットリ
サーチを行い、気になった商品についてブラ
ンド視点で発見や気づきを調査書にまとめて
おく。特に和文書体をグラフィック（ロゴデ
ザイン）要素として用いた製品デザインにつ
いて観察しておく。

4時間

作品の完成とプレゼンテーションの準備

①課題制作：パッケージとフライヤーのデザインのブラッシュ
アップ後、完成を目指す。
②次回プレゼンテーションに向けての準備を進める。
＊作品の完成、プレゼンテーションに関して、面談形式にて制
作の進捗確認とアドバイスを行う。
第8回

課題1

作品発表会（プレゼンテーション）
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①課題１の作品について、各自発表（プレゼンテーショ
ン）を行う（1人4分程度）
②制作物の実物を教室内に展示し、学生間で参考にする。
③課題2について説明を行う。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う
第9回

課題 2： 製品ブランドデザイン（飲料）
「ブランドロ
ゴ（和文）」、「パッケージ」、「リーフレット（体裁は自
由）」 他
①自分が考える商品ブランドについての調査・分
析を行い、絞り込みを行う。
②商品のブランドコンセプトをコンセプトシートを活用し、まと
める。
＊面談形式にて制作上のアドバイスを行う。

授業で得た様々な情報をベースにコンセプ
トを複数検討しておく。

4時間

第10回

課題制作 1

次回授業までに、ブランネーミング案を複数
検討しておく。

4時間

コンセプトの絞り込みとアイデア検討

①商品ブランドのコンセプトを決定する。
②商品ブランドネーミングの検討とロゴデザインアイデアの展
開を始める。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第11回

課題制作 2
製品ブランドコンセプトに基づいたブランド
ネーミングの決定
①ブランドネーミングの決定を目指す。
②ブランドネーミング案に基づき、ロゴデザインアイデアの検
討に入る。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

ブランドロゴデザインについて、具体的に複
数案検討しておく。

4時間

第12回

課題制作 3
ブランドロゴデザインの完成とパッケー
ジとリーフレットの制作
①ブランドロゴのブラッシュアップをおこない、完成を目指す。
②パッケージとリーフレットにブランドデザインを展開する。
③次回、作品プレゼンテーションに向けての準備を行う。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

次回プレゼンテーションの準備を行ってお
く。

4時間

第13回

課題２ 作品発表会（プレゼンテーション）
①課題２の作品について、各自発表（プレゼンテーショ
ン）を行う（1人4分程度）
②制作物の実物を教室内に展示し、学生間で参考にする。

課題2のe-ポートフォリオデータを提出する。

4時間

第14回

課題２の作品の講評と授業全体の振り返りとまとめ

授業を通じて修学した内容を各自再度
振り返り、次年次に向けて整理しておく。

4時間

①課題２の作品について、個々に講評を行う。
②授業全体の振り返りとまとめを行い、修学内容の整理と確
認を行う。
＊最終の学修達成度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習２【AC】
山下貴司
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ゲーム・アニメ分野の専門学校講師を17年経験。過去にフリーランスとして、ゲームや漫画用背景の3DCGを制
作。現在、株式会社サンジゲン（CGアニメーション制作会社）に所属。（全14回）

授業概要
ゲーム、アニメなどのエンタテインメントコンテンツを制作する上で必要となる3DCG制作技法を総合的に学びます。 この授業では主に3DCG制
作ツールのMAYAを使用します。現在のゲーム開発の現場での3DCG制作ワークフローを想定し、ローポリゴンによるキャラクターモデルの作
成と完成を目標にします。
モデリングから始まり、マテリアルの設定、UV展開、テクスチャマッピング、ライティング、カメラワーク、レンダリングまでの基礎技術と知
識を学習します。またMAYAだけではなく、テクスチャ制作に必要なPhotoshopとの連携方法（ペンタブレットを使用します）も学習します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム開発の現場における3DCG制作のワーク
フローの基礎を理解、習得する。

MAYAを用いた3DCG制作技法について、モデリ
ングからレンダリングまでの一連のワークフ
ローの基礎を習得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

PCソフトの使い方、使用する様々なファイ
ルの特徴とそれに合わせたソフトウェアの活
用方法を理解、習得する。また、トラブル発
生時の解決方法を習得する。

MAYA、Photoshopとペンタブレットの使用方
法を正しく理解、習得する。また作成し
たデータの整理、提出方法を理解、習得す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の得意な作業（分野）の発見、進みた
い職業に向けて、必要な知識と技術を理解す
ることを目標にする。

2 ．DP5.計画・立案力

各課題において具体的に完成イメージを視覚
化し、それを完遂するための必要なツー
ルと作業手順を理解することを目標にする。

3 ．DP6.行動・実践

実際にPCを使った作業を行える技術と知
識を習得することを目標にする。

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことを目
標にする。

5 ．DP10.忠恕の心

3DCG制作を誠実に取り組み、周囲から頼りに
される人物になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
授業では、Google Classroomを使用する場合があります。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション、授業態度等、総合
的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について6項目4段階の総合指数を評価する。

316

4359
15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・Autodesk Maya トレーニングブック 第4版
・作って覚える Mayaモデリングの一番わかりやすい本
・Mayaベーシックス 3DCG基礎力育成ブック
・Maya実践ハードサーフェスモデリング:プロップと背景から学ぶワークフロー
・カラー&ライト ～リアリズムのための色彩と光の描き方～
・入門CGデザイン -CG制作の基礎- [改訂新版]
その他有益な書籍や資料があれば授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目はMAYAを使った3DCG制作技法を学びます。
2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められます。
授業外で取り組むことが可能な課題が出題されます。
可能な限り授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をしてください。
全14回、半年間の長い工程になるので、一日の欠席が制作スケジュールに影響することを理解してください。
また受講中はできるだけメモを取り、いつでも振り返りができる行動をしてください。
授業に必要なデータの配布はGoogle Classroomを使用します。
また、制作したデータは各自のGoogle Driveに保存する等、自己管理を行ってください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、
Eメールで下記のアドレスに送ってください。
yamashita-t@g.osakaseikei.ac.jp
メールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：MAYAの機能について【氏名、学籍番号】)
また、Google Classroom内でも対応しています。
オフィスアワー・時間外での質問方法の曜日時間については変更が出た場合は都度授業内で伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

MAYA_ポリゴンモデリング1（準備と実践）
＜学修到達目標＞
・MAYAを使用したローポリゴンモデルの作成のワークフローの習
得。
・モデリング、質感設定、ライティング、カメラワーク、レンダ
リングの方法を理解する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使い剣のモデリングを行う。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使い剣の制作を進める。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開、マテリアルの設
定を行う。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いライティングとカメラワー
クを行う。

6時間

＜授業概要＞
・ポリゴンモデリングの概要、理解。
・MAYAを用いた「剣」のモデリングを開始、実制作を行う。
・剣のデザインは共通のもので制作する。
＜詳細＞
・ポリゴンの要素（頂点、エッジ、面）の理解と操作方法を理
解する。
・プロジェクトフォルダの設定方法を理解し、データの保存方
法と管理方法を習得する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第2回

MAYA_ポリゴンモデリング2（マテリアル設定）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・マテリアル（質感）設定の理解と実践。
＜詳細＞
・剣の3Dモデルにマテリアル（質感）を設定する技法を学ぶ。
・マテリアルの設定方法、手順をハンズオン（体験学習）で習
得する。
・モデリングができていない場合は作業する時間を取ります。
・剣の3Dモデルをこの授業時間内で完成させることを目標にす
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第3回

MAYA_ポリゴンモデリング3（UV展開とテクスチャマッピング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・UV展開の方法とテクスチャマッピングの設定方法のワークフ
ロー（手順）を学習する。
＜詳細＞
・ペンタブレットを使用する（用意します）
・モデリングが終了した剣の3DモデルをMAYAを用いてUV展開（展
開図の作成）する。
・作成した展開図をPhorotohopを使いテクスチャを描きこむ。
・描きこんだテクスチャ画像をMAYAに読み込み、剣のモデルに適
用する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第4回

MAYA_ポリゴンモデリング4（ライティング・カメラワーク）

317

4359
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・ライティング（照明）の設定方法とカメラワークを学習する。
＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第5回

MAYA_ポリゴンモデリング5（レンダリング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・ライティング（照明）の設定方法とカメラワーク設定の続き。
・レンダリング方法を学習する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリングした画像を提
出する。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを完成させる。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開とテクスチャマッピン
グを進める。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いリギング作業を行う。

6時間

＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・MAYAソフトウェアのアルゴリズムを用いたレンダリング、画
像の出力方法を学ぶ。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題1＞
・モデリングした剣の出力画像と振り返りシートの提出を課題と
する。
第6回

MAYA_ポリゴンモデリング6（キャラクターモデリングの準
備と実践）
＜中間学習到達度の確認の実施＞
・第1回～第6回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・ローポリゴンキャラクターを制作する。
デザインは共通のもので制作するが、オリジナルデザイ
ンを加えることを可能とする。
＜詳細＞
・三面図の使用方法を学習する。
・シンメトリの設定方法を学習する。
・体、手足を作成する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第7回

MAYA_ポリゴンモデリング7（キャラクターモデリング作業の継
続）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・モデリングの作業時間を多く確保する。
＜詳細＞
・頭、髪の作成、ベースモデル（素体）の仕上げ、バランス調
整。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第8回

MAYA_ポリゴンモデリング8（キャラクターモデリング作業の継
続）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・モデリングの作業時間はこの回で終了となる。
＜詳細＞
・服の作成、仕上げを行う。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
・中間学習到達度の確認とフィードバックを行う。

第9回

MAYA_ポリゴンモデリング9（UV展開とテクスチャマッピング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたUV展開技法とテクスチャマッピング技法を学習す
る。
・UV展開作業とテクスチャ画像制作を行う。
＜詳細＞
・UV展開の理論、方法を学習する。
・Phtoshopを用いたテクスチャ画像制作技法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第10回

MAYA_ポリゴンモデリング10（リギング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリング（リギング作業）の開
始と実践。
・ジョイントの作成とスキンバインド、スキンウエイトの調
整を行い
・キャラクターにポーズを付ける設定を実施する。
＜詳細＞
・ジョイント作成方法を学習する。
・スキンバインド方法とスキンウエイト調整方法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
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第11回

MAYA_ポリゴンモデリング11（リギングの継続）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリング（リギング作
業）の続き。
・ジョイントの作成とスキンバインド、スキンウエイトの調
整を行い
・キャラクターにポーズを付ける設定を実施する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いリギングを終了させる。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いポージング、ライティン
グ、カメラワークを終了させる。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリング（Arnoldレンダ
ラーを使用する）した画像を提出する。

6時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリング（Arnoldレンダ
ラーを使用する）した画像を提出する。

6時間

＜詳細＞
・ジョイント作成方法を学習する。
・スキンバインド方法とスキンウエイト調整方法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第12回

MAYA_ポリゴンモデリング12（ポージングと舞台設定）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・リギングが終了したモデルにポージングを行う。
・台座を作成し、舞台設定を行う。
＜詳細＞
・モデリング～テクスチャマッピング～リギングまでの作業時
間も取ります。
・作業速度が速い学生はライティング、カメラワーク作業に着
手してもらいます。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第13回

MAYA_ポリゴンモデリング13（レンダリング、仕上げ作業）
＜授業概要＞
MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
レンダリング、出力作業を行う。
＜詳細＞
・HDRI画像を用いたライティング技法の習得と実践。
・カメラセッティングの方法とパラメータ調整方法の習得と実
践。
・Arnold（アーノルド）レンダラーを用いたレンダリング設
定の習得と実践。
・終了していない作業の時間も取ります。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題2＞
・モデリングしたキャラクターの出力画像と振り返りシートの提
出を課題とする。

第14回

MAYA_ポリゴンモデリング14（ポートフォリオ作成）
＜最終学習到達度の確認の実施＞
・第6回～第13回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・レンダリング画像をIllsutratorを使いポートフォリオに仕
上げる。
＜詳細＞
・Illsutratorを使用し、文字入力、レイアウト技法を学習しま
す。
・終了していない作業の時間も取ります。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題2＞
・モデリングしたキャラクターの出力画像と振り返りシートの提
出を課題とする。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習２【GA】
伊藤俊輔
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
UnrealEngineを使用し、ゲーム制作に必要な各機能要素を学ぶ。授業全体を通して、ゲームアプリケーションが作れるようになる目標。
本授業ではプログラミングは極力行わず、アーティストの学生だけでもゲームを作り上げる技術を学ぶことを目標とする。アセットの作成方
法からエフェクトやマテリアルなど、様々な表現を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム制作の知識。UnrealEngineをの機
能を理解し、ゲーム制作に必要な実装方
法の手段を会得する。

各授業を通して、キャラクター操作やアセッ
ト設定、ゲームフローなど、ゲームコンテン
ツに必要なフローを組み込むための技術を学
習し、自身で活用することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ツール習得を行った後、自身の発想や創造
力を高め、表現力を高める用途で使用するこ
とができる。

授業内容を理解し、別の表現を行う際にツー
ルを使用することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

学んだUnrealEngineの機能を使用し、自身で
も授業課題以外のものを作ることができる。

2 ．DP7.完遂

自ら学び、問題が生じた場合も解決のため
の情報を集め、自身の課題を達成させること
ができる。

3 ．DP8.意思疎通

技術的に難しい内容を質問する力や、理解し
た内容を他者へ情報共有を行う事ができる。

4 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
ほかの成績評価の基準として、各授業の理解度と独自性、制作物の完成度等を評価対象とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の成果物と課題提出
50％
受講状況
30％
振り返りシート

： 各授業で行われる内容の理解度を測るため、それぞれの制作・提出された課題内容をもって評価す
る。課題の未提出は減点対象とし、１０点満点で評価する。
： 各回授業への参加状況や、積極性（質問や制作への姿勢）、授業態度から総合的に判断する。
授業の参加者としてのリテラシーの高さも評価対象とします。
： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。

10％
学修到達度評価
10％

： ツールに対する理解を基本的な評価方針とし、学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価す
る。

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

中川大地

・

出版社

現代ゲーム全史

・ 早川書房

出版年
・

2016 年

参考文献等
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard
ほかの情報は必要に応じて、適宜情報を提示していきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・UE４操作習得
て説明

[学習到達目標」につい

授業概要説明、課題提示、UE4クイックスタート
UE4インストール方法から、チュートリアルまで行う。
前半では授業内容の説明とUE４クイックスタートを学び、
後半ではテンプレートのゲームを使って、ゲームの構成を学ぶ。
第2回

ゲームフローを学ぶ・ステージ作成と機能説明

タイムアタック系のコイン集めのシンプルなゲーム制作を通じ、
ゲーム全体のフローを学ぶ。
・ゲームステージの作成
・ブループリント（BP）の使い方を学ぶ
・コインの当たり判定と当たった時に消える処理作成
まずはシンプルなBPを使い、ツールの使い方に慣れてもらいま
す。
第3回

ゲームフローを学ぶ・ゲームルールの作成

ゲームとして成り立つための条件達成の処理を作成す
る事で、ゲームを構成する「ゲームフロー」の要素を学ぶ。
・ゲームルールを管理する。（制限時間とゲーム結果）
・初期設定と終了設定（ゲームループ）
第4回

ゲームフローを学ぶ・ゲームUI
前回までの授業で使用しているシンプルゲームのプロジェク
トの仕上げと、オリジナリティを出すことの実践。
・時間とスコア表示UIの作成
・シンプルゲーム全体の調整

第5回

アクションゲームの構成・攻撃モーション
今回から、アクションゲームの制作を通して、より深い部
分のゲーム要素の学習を行っていきます。
・プレイヤーキャラのアニメーションの設定
・キー入力による攻撃方法の作成

第6回

アクションゲームの構成・エネミー処理

敵キャラクターの作成を行います。
・敵キャラオブジェクトの作成と配置
・エネミー機能の作成（敵に当たったらダメージ、攻撃が当て
て倒す）
・敵のAIの作成（近寄ったら近づく追従AI）
第7回

アクションゲームの構成・ゲームルールの作成
アクションゲームとしてのゲームフローの作成と、必要なUI作
成を行います。
・ステージのルールの設定
・プレイ中のUIパーツの作成

第8回

アクションゲームの構成・ゲームループUI制作／【中間】学修
到達度の確認／研究倫理教育実施
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Youtubeの動画などを参考に、チュートリア
ルを自身でも行い、UE4の操作に慣れておくこ
と。（動画URLの例は同講義内容の資料「参考
文献等欄」に記載。）

6時間

ツールの使用やBPの使い方は慣れも必要なの
で、自身でもオブジェクトに対して機能追
加のBPを設定し、操作方法に慣れておいてく
ださい。

6時間

授業では時間によるゲームルールの管
理を行います。別のルール（例えばゴール地
点の作成）でのゲームループ管理を行うパ
ターンを作ってみてください。不明な点は質
問等を行い、次回までに内容把握に努めてく
ださい。

6時間

UIデザインに関しては授業中取り上げません
ので、授業外で自身のオリジナルのデザイ
ンを検討、実装を行ってみてください。

6時間

授業内で行った以外のアニメーションを追
加、実装してください。（例：Lキーを押す
と防御モーション発動、など）

6時間

授業で扱った敵以外の敵キャラクターを作っ
てください。別モデル、色違い等、内容は各
自にお任せですが、実際に配置し、動くこと
が確認できる内容を実装してください。

6時間

各自の考えた独自のゲームルールを実装して
ください。そのルールを表現するため
のUIも作成する事。

6時間

授業内ではデザイン作業は行いませんの
で、デザインやUIアニメーションを作
成し、タイトルや結果画面でリッチな画面に
なるよう、独自で実装してください。

6時間

4360
ゲーム全体の流れを管理する処理を制作を通じて学習します。
・ゲームループの作成
・結果画面の作成
・タイトル画面の作成
・講評を受けて自身で振り返る。学修到達度、振り返りシー
トの作成。
第9回

ゲーム演出・エフェクト

UE4のエフェクト作成機能（Niagara）を使用したエフェクト作
成を学びます。
・ツールの使い方を学ぶ。（炎エフェクトの作成）
・炎以外のエフェクトを各自で作成。
第10回

ゲーム演出・マテリアル

UE４のマテリアル表現を学びます。
・マテリアルの説明とUE４上での使い方を学ぶ。
・鉄素材と木素材のマテリアル作成。
第11回

ゲーム演出・ライト

UE４におけるライトの説明と使用方法、効果表現を学びます。
・各種ライトの説明と実装。
・ライトを使ったイベント実装（暗闇のスイッチや昼夜表現）
第12回

ゲーム演出・サウンド、カメラ
UE４の音とカメラ演出の機能を学びます。
・サウンドの使用方法を学ぶ。エフェクトやアニメーショ
ンに音を付ける。
・タイムラインの使用方法。カメラ演出として、ゲームスター
トの表現を作成。

第13回

ゲーム演出・レベルデザイン

ゲームのステージ追加を行うことで、レベルデザインを体
験し、ゲームバランスを学びます。
・今までのステージとは違う２ステージ目の作成
・タイトルからステージ１、ステージ２のゲームフローを作成
・各自で３ステージ目を作成
第14回

トレンドのゲーム技術を学ぶ・MR、表現技術／【最終】学修到
達度の確認
デジタル技術についての知見を高め、表現の幅を広げる。
前半では、MRコンテンツ（VR、AR）の作り方について学ぶ。
後半では、コンテンツの表現の高め方について下記の項目等を学
習する。
・ポストプロセスとは
・Bloom
・HDR
・アンチエイリアス
・SSAO
・モーションブラー
など
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
学修到達度・最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
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エフェクトは種類が豊富にあります。授業
内で取り扱ったもの以外のエフェクトをそれ
ぞれ違った属性のもので３パターン作成して
ください。（例：爆発、回復エフェクト、斬
撃）

6時間

授業外で取り扱ったもの以外のマテリア
ルを１つ、次の中から選び、作成してみてく
ださい。・下記から１つ選択草、岩、レン
ガ、革、ガラス

6時間

課題として、授業で使用しているマップはシ
ンプルな指向性ライトを使っているので、そ
れを削除し、より自然な表現になるようにラ
イトを配置してください。

6時間

サウンドの使用箇所の追加と、ゲームクリ
ア時にタイムライン表現を追加してくださ
い。

6時間

今まで使ってきたプロジェクトをよりリッ
チな表現になるよう、UIデザインやキャラク
ターアニメーション等、各自で作りこみ
を行ってください。完成したプロジェク
トは評価対象とします。

6時間

今回の内容は実装内容としては難易
度が高い複雑なものとなります。各自で復
習を行うか、教員への質問を行い、理
解を深めるようにしましょう。

6時間

4361
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習２【MD】
宮本佳子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
アナログ画材及びデジタルソフト（CLIP STUDIO）を使用した作品制作の実務経験有（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この授業では「パース（透視図法）」を取り入れつつ、キャラクターをより魅力的に見せる技法をメインに学習する。
キャラクターをしっかりと描くためには骨格と筋肉への理解が必要であり、生き生きとした表現を行うには動きのある構図が欠かせないもので
ある。授業の前半ではパースの基礎的な知識を振り返りながら、筋肉の表現・煽りと俯瞰・三角構図など、アクティブな画面作りのための技
術の習得を目指す。授業の後半では、前半で学んだことを生かしながら背景付きの一枚絵を仕上げていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

パース（透視図法）の専門的知識を身につけ
る。

マンガやイラストの世界で必要なパースにつ
いての理解を深め、実践できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってキャラクターや構
図を考え、提案することができる。

2 ．DP6.行動・実践

学んできたことを振り返り、自己の課
題に活かすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
70％
受講状況
30％

： 課題を正しく理解し必要な技法を習得したうえで作品制作が出来ているかどうか、10点満点で評
価する。提出遅れは減点とし、未提出が重なる場合には成績評価を行わない。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 各回課題を理解し、積極的に学習しようとしているかを評価する。私語や携帯電話の使用など、受
講の妨げになる行為は減点の対象となる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
スカルプターのための美術解剖学

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は指定しない
が、各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
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備考・注意事項： 授業内で適宜指示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

男女の筋肉を描く①／線画
胴体前面・背面にあるランドマーク的な骨や筋肉を押さえなが
ら、男女一人ずつのオリジナルキャラクターを作り、いくつか
のポーズを描写する。良いものをそれぞれ一点選び、線
画に入る。

男女問わずグラビアの写真を集め、理
解を深めておく。

4時間

第2回

男女の筋肉を描く②／着色
人体のフォルムを正しく把握し、男女の骨格・肉付きの違い
を考えながら、詳細に描き込みをしていく。

講評会へ向け、作品を仕上げる。

4時間

第3回

男女の筋肉を描く③／仕上げ
細部を仕上げつつ、全体の色味を調整したり演出を足したりして
いく。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

4時間

第4回

煽りと俯瞰を描く①／ラフ
人体パースを学習する。
背景を描くときに用いられる「パース」は人体にも有用であ
り、イラストを描く際に欠かせない知識である。
パース（三点透視）を利用して煽り構図・俯瞰構図を描く。

透視図法について復習し、下書きを進める。

4時間

第5回

煽りと俯瞰を描く②／線画

一つ目の課題で学習したことを活かしなが
ら、線画を進める。

4時間

近景は太く、遠景は細くといったように線の強弱を意識しなが
らペン入れを行う。
角度が変わるとパーツの見え方が変わるが、角度が変わっても人
体の比率や骨格は変わらないため、全体のバランスに気をつけな
がら描き込みを進めていく。
第6回

煽りと俯瞰を描く③／着色
色でも遠近を演出できるよう、画面の手前と奥に明暗差を付けな
がら着色する。
角度の変化によって影の見え方や濃さが変化するので注意しよ
う。

講評会へ向け、作品を仕上げる。

4時間

第7回

煽りと俯瞰を描く④／仕上げ
細部を仕上げつつ、全体の色味を調整したり演出を足したりして
いく。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

4時間

第8回

三角構図を用いてアクションを描く①／ラフ

描きたい構図を描くための参考資料を集めて
おく。

4時間

三角構図を呼ばれる技法を用い、動きのあるイラストを描く。
キャラクターのデザインや、ジャンプ・蹴る・殴るなどのシチュ
エーションは自由に決めて良い。
第9回

三角構図を用いてアクションを描く②／線画
ペンタッチに勢いが出るよう意識しながら、丁寧に描き込んでい
く。線に強弱を付けたり、入り抜きをうまく使うと動きが大き
く見える。
腕の振りや脚の向きに遠近感をつけるなど、より「アクショ
ン」が映えるような画面作りを目指す。

構図のアイデア出し及び描き込み。

4時間

第10回

三角構図を用いてアクションを描く③／着色
ペンタッチをつぶさないよう、色の濃淡や伸ばしを用いなが
ら動きを演出する。
細部を仕上げつつ、全体の色味を調整したり演出を足したりして
いく。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

4時間

第11回

鏡面イラストを描く①／ラフ

鏡写しの構図の資料（写真・イラス
ト）を集めておく。

4時間

鏡写しの構図の資料（写真・イラス
ト）を集めておくキャラクターデザインのア
イデア出し及び描き込み。

4時間

鏡写しの構図のイラストをデジタルソフトで描く。対象は水
面や小物などでも良い。
デッサンの正確さに気をつけながらも、完全な左右反転ではな
く、構図や配置にアレンジを加えることで魅力的な絵作りを目
指す。
第12回

鏡面イラストを描く②／線画
キャラクター同士のサイズ感（身長、頭部、手足など）が同一に
なっているか、反転されたことによって見え方の違う部分がどう
なるのかを考えながら描き込みを行う。

第13回

鏡面イラストを描く③／着色
これまでに学んだ質感の表現などを活かしながら着色を行う。
鏡の中と外の色彩の差や鏡面の反射を意識して制作を進める。

講評会へ向け、作品を仕上げる。

4時間

第14回

鏡面イラストを描く④／仕上げ

授業全体を振り返り、学んだ技術を復習す
る。

4時間

細部を仕上げつつ、全体の色味を調整したり演出を足したりして
いく。
完成の後、講評会。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【MD】
ヨシオカサトシ
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コナミなどのゲーム企業において１９年間デザイナー、ディレクターとしての実務経歴を有する。
フリーランスイラストレーターとしても１０年間におよび、音楽・出版・ゲーム業界などで
様々な絵仕事に携わる。

授業概要
自分で創作した仮想ゲームキャラクターの作成をベースに、市場のクオリティラインに描画力を引き上げるべく
指摘・指導や課題添削することでより市場を意識したクオリティの高い描画ができるように実習指導します。
通常のデジタルイラストだけでなく、仮想ゲーム画面の制作などでユーザー・インターフェースデザインも含む創造力について学びます。
意見交換しながら学生が目指したい市場のクオリティに画力を引き上げるために行うべきことを模索し学習していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

能動的に創作において必要な情報収集やボ
キャブラリーの蓄積を行うことを習慣とし
て学ぶ

必要な情報収集能力と観察眼の向上。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

市場においてのグラフィックやイラストを作
成する上での基本的な知識や技能を学ぶ

市場を念頭においた専門職としてのクオリ
ティ（審美眼）を習得し実践することができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

出題に対してより効果的な内容を立案計画す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

能動的な質問や確認を行い、成果に向かっ
て前向きに取り組む姿勢を身につける。

3 ．DP7.完遂

計画した内容を作業プロセスの中でより吟
味し、確実に完成させることができる。

4 ．DP8.意思疎通

指導や添削の意図を正確に読み取ることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技能・画力

： 制作課題の内容、技能、向上されたスキルを総合的に評価
70％

積極性

： 質問・添削要望など能動的な行動による発展性など総合的に評価
10％

創造性

： 課題のオリジナリティ・創造性を評価
10％

学習到達度

： 授業内容についての理解度を評価
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目において課題内容が次々と進行していくため、作成が滞るとすぐに未提出課題が蓄積してしまいますので
くれぐれも各課題の締め切りを厳守しながら進めていくように注意してください。
技術訓練としての実習においては黙然と待機していれば自分の望む教えが降ってくる訳ではありませんので
学生各人が積極的に添削要望、質問などを行っていくように留意してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業内で開示したメールアドレスなどを活用し授業外での質問・指導にも対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ゲーム企業でのデザイナーについて・課題①/キャラクターの頭
部のローテーション（ラフ・線画）
前半に講師紹介とともにゲームのデザイン業務について具体
例を交えて紹介。
課題①：ゲームキャラクターの頭部ローテーショ
ン（180度）のラフ・線画作成。
頭部の立体感の把握ができているか、頭部の回転と顔パーツの回
転に整合性が出せているかなど
陥りがちなキャラクターの作画上の問題点を解決していく。

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

第2回

課題①/キャラクターの頭部ローテーション作画（着色・仕
上げ・講評）
線画のクオリティチェックを行い、修正・調整をする。
キャラクターの頭部ローテンション線画に着色・仕上げを行う。
塗り方は学生が最も得意とする彩色技法で進める。
特にコントラストのもたらせ方など見た目のクオリティに影響の
大きな部分を補正していく。

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

第3回

課題②/デフォルメキャラクターの作画成（構 想・ラフ）

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

時間内に構想ラフのチェックバックまで進ま
なかった学生は 次回の授業までに構想ラ
フが完成しているように進めておく。

4時間

時間内に線画の作成まで進まなかった学生は
次回の授業までにキャラクター線画が完成し
ているように進めておく。

4時間

次回の授業時間内に作成が完了しそうにな
い場合、 遅れた分を授業外に進めておくよう
にする。

4時間

男女２体のオリジナルデフォルメキャラクターを作成する。
ラフの作成の時点で添削を行い、調整を行った後に線画を作成す
る。
デフォルメバランスの基本として、２頭身から３頭身までの
キャラクター作画のバランスの取り方を指導していく。
第4回

課題②/デフォルメキャラクターの作画（着色・仕上げ・講評）
２体のオリジナルデフォルメキャラクターの線画を彩色する。
塗り方の技法は各人の得意な技法で進める。
仕上げをデザイン的に見せることで内容がより良く見える方法な
ど指導する。

第5回

課題③/会話用キャラクターのバストアップイラストの作成（構
想・ラフ）
学生が立案した仮想のゲーム画面を作成する。作成するシチュ
エーションは
キャラクター２体が会話している会話デモシーンを想定。
最初にキャラクターと会話ウィンドウなどUIデザインと背
景を含む画面計画の
ラフ画を作成し、仮想ゲームの草案書面と共に一旦提出し、
チェックバックを受けることにより内容をさらにブラッシュアッ
プしていく。

第6回

課題③/会話用キャラクターのバストアップイラストの作成（線
画）
全体ラフからまずはバストアップキャラクター２体の作
成を行う。
キャラクターはそれぞれプレイヤーを見ている視点で作成する。
世界観とコスチュームの整合性、ストーリーを想起させるキャラ
クター性などを
念頭におきながら、詳細なデザインを具現化していく。
この時点で２体の線画作成までを終了できるように進める。

第7回

課題③/会話用キャラクターのバストアップイラストの作成（着
色）
バストアップキャラクターの線画を彩色する。
彩色技法はできうる限りアニメ塗りでの彩色で進める。
背景の上に表示した時に、しっかり目立つものになるように
コントラストバランスを考えてキャラクターの陰影をつけていく
ようにする。
2体のキャラクターを2回の授業内で彩色作業ができるように計画
的に進める。

第8回

課題③/会話用キャラクターのバストアップイラストの作成（着
色・仕上げ・講評）
バストアップキャラクターの彩色作業。
2体の配色バランスの良さや色味がその世界観を表現するよう
に意識する。
2体のキャラクターの彩色を完了させて提出する。

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

第9回

課題④/会話デモ画面用背景グラフィックの制作（構想・ラフ）

制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間
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仮想ゲーム画面の制作の一環としてデモ用の背景を制作する。
キャラクターのアイレベルと表示位置を考慮して背景グラフィッ
クをデザインする。
アニメなどの美術背景同様のクオリティを目指し、厚塗り表
現で描画する。
最初に構想したラフ画を元により具体的に進めていく。背
後が壁にならないように
空間的な「抜け」を考慮して構図を計画する。線画の有無は個
人の表現内容に委ねる。
第10回

課題④/会話デモ画面用背景グラフィックの制作（構想チェッ
ク・着彩）
背景の作成を進める。背景単体としての美麗さだけでなくバスト
アップキャラクターとの
コンビネーションを考えて作成する。

第11回

課題④/会話デモ画面用背景グラフィックの制作（着色・進捗確
認）
背景の作成を進める。描き込みをより詳細に詰めていく。
近景・中景・遠景ごとに色の深度を変え、奥行きを表現する。

制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間

制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間

第12回

課題④/会話デモ画面用背景グラフィックの制作（着色・仕
上げ・講評）
背景の作成を完了させる。
バストアップキャラクターを立たせてみて背景の色調整を行う。
レンズフィルタなどを使って全体の空気感を調整する。
仮の会話ウィンドウを作成し上に重ねて全体の調子を見る。

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

第13回

課題⑤/会話ウィンドウなどのUIデザインの制作

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

合評などでの評価・講評を受けて自分の制
作を振り返り 今後の制作に活かせるように自
己の問題点をまとめ、向上できる部分の 加筆
修正などを行う。

4時間

会話ウィンドウのフレームデザイン、送りボタンや戻りボタン、
キャラクターのネームプレートなど、画面内のUIデザインを作
成する。
台詞を考案し世界観にあわせてウィンドウ内に文字フォン
トを組む。
既存のメディアのゲーム画面と比較しても遜色のない画面クオリ
ティを意識する。
第14回

合評・総括（前期授業を振り返ってのまとめ）

学生の今回成果物である仮想ゲーム画面を材料に、学生一人一
人が
全員に向かってどのようなゲーム内容・世界観を想定して作成し
たか、
キャラクターの設定や全体のデザインに関する狙い、表現した
かった想いや
課題に向き合って身に着いた事、発見された今後取り組むべき課
題、
制作にあたって強く意識したことなどを発表する。
合評発表後に講師から半期を振り返っての総括を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習３【GA】
山下貴司
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ゲーム・アニメ分野の専門学校講師を17年経験。過去にフリーランスとして、ゲームや漫画用背景の3DCGを制
作。現在、株式会社サンジゲン（CGアニメーション制作会社）に所属。（全14回）

授業概要
ゲーム、アニメなどのエンタテインメントコンテンツを制作する上で必要となる3DCG制作技法を総合的に学びます。 この授業では主に3DCG制
作ツールのMAYAを使用します。現在のゲーム開発の現場での3DCG制作ワークフローを想定し、ローポリゴンによるキャラクターモデルの作
成と完成を目標にします。
モデリングから始まり、マテリアルの設定、UV展開、テクスチャマッピング、ライティング、カメラワーク、レンダリングまでの基礎技術と知
識を学習します。またMAYAだけではなく、テクスチャ制作に必要なPhotoshopとの連携方法（ペンタブレットを使用します）も学習します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム開発の現場における3DCG制作のワーク
フローの基礎を理解、習得する。

MAYAを用いた3DCG制作技法について、モデリ
ングからレンダリングまでの一連のワークフ
ローの基礎を習得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

PCソフトの使い方、使用する様々なファイ
ルの特徴とそれに合わせたソフトウェアの活
用方法を理解、習得する。また、トラブル発
生時の解決方法を習得する。

MAYA、Photoshopとペンタブレットの使用方
法を正しく理解、習得する。また作成し
たデータの整理、提出方法を理解、習得す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の得意な作業（分野）の発見、進みた
い職業に向けて、必要な知識と技術を理解す
ることを目標にする。

2 ．DP5.計画・立案力

各課題において具体的に完成イメージを視覚
化し、それを完遂するための必要なツー
ルと作業手順を理解することを目標にする。

3 ．DP6.行動・実践

実際にPCを使った作業を行える技術と知
識を習得することを目標にする。

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことを目
標にする。

5 ．DP10.忠恕の心

3DCG制作を誠実に取り組み、周囲から頼りに
される人物になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
授業では、Google Classroomを使用する場合があります。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション、授業態度等、総合
的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について6項目4段階の総合指数を評価する。
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15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・Autodesk Maya トレーニングブック 第4版
・作って覚える Mayaモデリングの一番わかりやすい本
・Mayaベーシックス 3DCG基礎力育成ブック
・Maya実践ハードサーフェスモデリング:プロップと背景から学ぶワークフロー
・カラー&ライト ～リアリズムのための色彩と光の描き方～
・入門CGデザイン -CG制作の基礎- [改訂新版]
その他有益な書籍や資料があれば授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目はMAYAを使った3DCG制作技法を学びます。
2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められます。
授業外で取り組むことが可能な課題が出題されます。
可能な限り授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をしてください。
全14回、半年間の長い工程になるので、一日の欠席が制作スケジュールに影響することを理解してください。
また受講中はできるだけメモを取り、いつでも振り返りができる行動をしてください。
授業に必要なデータの配布はGoogle Classroomを使用します。
また、制作したデータは各自のGoogle Driveに保存する等、自己管理を行ってください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、
Eメールで下記のアドレスに送ってください。
yamashita-t@g.osakaseikei.ac.jp
メールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：MAYAの機能について【氏名、学籍番号】)
また、Google Classroom内でも対応しています。
オフィスアワー・時間外での質問方法の曜日時間については変更が出た場合は都度授業内で伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

MAYA_ポリゴンモデリング1（準備と実践）
＜学修到達目標＞
・MAYAを使用したローポリゴンモデルの作成のワークフローの習
得。
・モデリング、質感設定、ライティング、カメラワーク、レンダ
リングの方法を理解する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使い剣のモデリングを行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使い剣の制作を進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開、マテリアルの設
定を行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いライティングとカメラワー
クを行う。

2時間

＜授業概要＞
・ポリゴンモデリングの概要、理解。
・MAYAを用いた「剣」のモデリングを開始、実制作を行う。
・剣のデザインは共通のもので制作する。
＜詳細＞
・ポリゴンの要素（頂点、エッジ、面）の理解と操作方法を理
解する。
・プロジェクトフォルダの設定方法を理解し、データの保存方
法と管理方法を習得する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第2回

MAYA_ポリゴンモデリング2（マテリアル設定）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・マテリアル（質感）設定の理解と実践。
＜詳細＞
・剣の3Dモデルにマテリアル（質感）を設定する技法を学ぶ。
・マテリアルの設定方法、手順をハンズオン（体験学習）で習
得する。
・モデリングができていない場合は作業する時間を取ります。
・剣の3Dモデルをこの授業時間内で完成させることを目標にす
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第3回

MAYA_ポリゴンモデリング3（UV展開とテクスチャマッピング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・UV展開の方法とテクスチャマッピングの設定方法のワークフ
ロー（手順）を学習する。
＜詳細＞
・ペンタブレットを使用する（用意します）
・モデリングが終了した剣の3DモデルをMAYAを用いてUV展開（展
開図の作成）する。
・作成した展開図をPhorotohopを使いテクスチャを描きこむ。
・描きこんだテクスチャ画像をMAYAに読み込み、剣のモデルに適
用する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第4回

MAYA_ポリゴンモデリング4（ライティング・カメラワーク）
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＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・ライティング（照明）の設定方法とカメラワークを学習する。
＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第5回

MAYA_ポリゴンモデリング5（レンダリング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「剣」のモデリングの続き。
・ライティング（照明）の設定方法とカメラワーク設定の続き。
・レンダリング方法を学習する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリングした画像を提
出する。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを完成させる。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開とテクスチャマッピン
グを進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いリギング作業を行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いリギングを終了させる。

2時間

＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・MAYAソフトウェアのアルゴリズムを用いたレンダリング、画
像の出力方法を学ぶ。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題1＞
・モデリングした剣の出力画像と振り返りシートの提出を課題と
する。
第6回

MAYA_ポリゴンモデリング6（キャラクターモデリングの準
備と実践）
＜中間学習到達度の確認の実施＞
・第1回～第6回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・ローポリゴンキャラクターを制作する。
デザインは共通のもので制作するが、オリジナルデザイ
ンを加えることを可能とする。
＜詳細＞
・三面図の使用方法を学習する。
・シンメトリの設定方法を学習する。
・体、手足を作成する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第7回

MAYA_ポリゴンモデリング7（キャラクターモデリング作業の継
続）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・モデリングの作業時間を多く確保する。
＜詳細＞
・頭、髪の作成、ベースモデル（素体）の仕上げ、バランス調
整。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第8回

MAYA_ポリゴンモデリング8（キャラクターモデリング作業の継
続）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・モデリングの作業時間はこの回で終了となる。
＜詳細＞
・服の作成、仕上げを行う。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第9回

MAYA_ポリゴンモデリング9（UV展開とテクスチャマッピング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたUV展開技法とテクスチャマッピング技法を学習す
る。
・UV展開作業とテクスチャ画像制作を行う。
＜詳細＞
・UV展開の理論、方法を学習する。
・Phtoshopを用いたテクスチャ画像制作技法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第10回

MAYA_ポリゴンモデリング10（リギング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリング（リギング作業）の開
始と実践。
・ジョイントの作成とスキンバインド、スキンウエイトの調
整を行い
・キャラクターにポーズを付ける設定を実施する。
＜詳細＞
・ジョイント作成方法を学習する。
・スキンバインド方法とスキンウエイト調整方法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。

第11回

MAYA_ポリゴンモデリング11（リギングの継続）
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＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリング（リギング作
業）の続き。
・ジョイントの作成とスキンバインド、スキンウエイトの調
整を行い
・キャラクターにポーズを付ける設定を実施する。
＜詳細＞
・ジョイント作成方法を学習する。
・スキンバインド方法とスキンウエイト調整方法を学習する。
・制作手順をハンズオン（体験学習）で習得する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第12回

MAYA_ポリゴンモデリング12（ポージングと舞台設定）
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・リギングが終了したモデルにポージングを行う。
・台座を作成し、舞台設定を行う。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いポージング、ライティン
グ、カメラワークを終了させる。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリング（Arnoldレンダ
ラーを使用する）した画像を提出する。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリング（Arnoldレンダ
ラーを使用する）した画像を提出する。

2時間

＜詳細＞
・モデリング～テクスチャマッピング～リギングまでの作業時
間も取ります。
・作業速度が速い学生はライティング、カメラワーク作業に着
手してもらいます。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
第13回

MAYA_ポリゴンモデリング13（レンダリング、仕上げ作業）
＜授業概要＞
MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
レンダリング、出力作業を行う。
＜詳細＞
・HDRI画像を用いたライティング技法の習得と実践。
・カメラセッティングの方法とパラメータ調整方法の習得と実
践。
・Arnold（アーノルド）レンダラーを用いたレンダリング設
定の習得と実践。
・終了していない作業の時間も取ります。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題2＞
・モデリングしたキャラクターの出力画像と振り返りシートの提
出を課題とする。

第14回

MAYA_ポリゴンモデリング14（ポートフォリオ作成）
＜最終学習到達度の確認の実施＞
・第6回～第13回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・MAYAを用いたキャラクターモデリングの続き。
・レンダリング画像をIllsutratorを使いポートフォリオに仕
上げる。
＜詳細＞
・Illsutratorを使用し、文字入力、レイアウト技法を学習しま
す。
・終了していない作業の時間も取ります。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学習します。
＜課題2＞
・モデリングしたキャラクターの出力画像と振り返りシートの提
出を課題とする。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習３【IA】
津田やよい
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

該当する
画家として活動のほか、企業との画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
造形活動に必要な絵画に関する技法や理論を基礎から学び、理解し、各々の制作を通して絵画表現における造形基礎力の養成し、この授業で
は、まず、「見て描く」ことを強化して行きます。徹底的に観察し、見て描く行為から、自分の描画様式を探求し、作品展開していきなが
ら、制作を進めていく上での問題点をより定義し、専門的な知識をつけて学んでいきます。毎回の課題での合評回や口述作品のプレゼンテー
ションを通して、他者の思考や視点からの意見も参考にしながら表現の可能性を探求していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

描写の基礎、描画材を用いた表現の基礎を理
解し習得する

対象を表すことの基礎と色彩での表現基
礎を備え、応用し表現することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

絵画理論、材料学の基礎を理解し習得する。

絵画体系、組成を理解し、応用し表現するこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

制作時、合評会でも作品発表を通じ、自
分の作品を客観的に振り返り、課題の発見が
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

プロポーザル、制作スケジュールを掲げ、制
作を進行
していくことができる。

3 ．DP6.行動・実践

作品制作に必要な資料の収集や、実験的な制
作を自主的に行うことができる。

4 ．DP7.完遂

目標到達のために作品を最後まで責任をもっ
て完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 絵画制作に関する知識の理解、制作技術、表現力について評価する
40％

受講態度
40％
プレゼンテーション

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
学修到達度

： 課題ごとに目標を設定し、目標に到達できたか、振り返りシートを利用て確認し、評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
参考資料は課題ごとに適宜配布。絵画制作入門～描く人のための理論と実践（東京藝術大学出版会）佐藤一郎著に目をとおしておくことを薦め
る。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日13:10~14:50

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業中、授業前後にも質問は受け付けるが、個別に質問がある場合は事前にアポイントを取ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション / 石膏デッサン（木炭）①－１マルス
この回ではまず、全１４回の授業の構成を説明し、この授業で
の学びと目標についてガイダンスを行います。
実技の初回では描画材に木炭を使用した石膏デッサンを実地して
いきます。木炭デッサンは油画を描いていく行程と体系がよ
く似ています。イーゼルの使い方、描く姿勢、徹底的に測る行
為などできていると思われる行為から学び直していきましょう。

時間外の課題制作も求める

2時間

第２回

石膏デッサン（木炭）①－２ マルス 完成
石膏デッサン（木炭）マルスの完成に向かい、制作を行いましょ
う。この授業内ではこの課題について合評会を実施します。

次課題の画材準備、資料収集

2時間

第３回

自画像デッサン（木炭と鉛筆の併用）①－１
自分の半身を鏡を見て、木炭紙に木炭と鉛筆を用いてデッサンし
ていきます。

時間外の課題制作も求める

2時間

第４回

自画像デッサン（木炭と鉛筆の併用）①－２ 完成
デッサンの完成に向かい、制作を行いましょう。この授業内では
この課題について合評会を実施します。

次課題の画材準備、資料収集

2時間

第５回

油絵具と支持体（キャンバス）についての研究 グリザイユ技
法
油絵具と市販されているキャンバスについての組成を研究してい
きます。
油絵の制作にはどのような画材が必要であるのか、実際にキャン
バスを張り、どのように描いていくのか、画家と健康について
もレクチャーしていきます。実際に油絵具を用いて、グリザイ
ユ技法について体系を理解し、自画像を描いていくための研究を
していきます。

時間外の課題制作も求める

2時間

第６回

グリザイユ技法を用いた自画像制作①－１
油絵具を用いてグリザイユ技法でF10~15キャンバスに自画
像を描いていきます。

時間外の課題制作も求める

2時間

第７回

グリザイユ技法を用いた自画像制作①－２ 完成
グリザイユ技法を用いた自画像油画の完成に向かい、制作を行い
ましょう。この授業内ではこの課題について合評会を実施しま
す。

次課題の画材準備、資料収集

2時間

第８回

静物を描く（デッサンから油画へ）①－１ 導入
まず、これまので学修に対して、中間学修到達度の確
認をGoogleformsを利用し実施し、フィードバックを行う。
その後に、課題に次はいる。大型の静物モチーフを組み、囲み
で制作を行っていく。まず。油画に入っていく前に、どのよう
な構図でどのような絵にしていくのかをドローイングし、油画制
作に導入していく。

時間外の課題制作も求める

2時間

第９回

静物を描く（デッサンから油画へ）①－２ 中間チェック
前回の続きで静物を描いていきましょう。製作中は個別に指
導に入ります。完成に向かうにあたり、他の学生の体系も学ん
で行きます。

時間外の課題制作も求める

2時間

第10回

静物を描く（デッサンから油画へ）①－３ 完成
静物油画の完成に向かい、制作を行いましょう。この授業内では
この課題について合評会を実施します。

次課題の画材準備、資料収集

2時間

第11回

風景を描く（デッサンから油画へ）①－１ 取材とドローイン
グ
描く風景を取材し、スケッチに起こしてから油画制作へ入ってい
きます。
美術アトリエ棟周辺の風景を実際に見て描く、取材してきた風
景を描くは自由です。
まず、油画に入る前に入念にイメージを水彩や色鉛筆を用いて下
粗描していき、油画制作に入っていきます。
油画導入前に、スケッチについてチェックしていきます。

時間外の課題制作も求める

2時間

第12回

風景を描く（デッサンから油画へ）①－２ ドローイングか
ら油画へ
支持体を準備し、油画制作に入っていきます。制作中に個別に指
導にはいります。

時間外の課題制作も求める

2時間

第13回

風景を描く（デッサンから油画へ）①－３

完成に向かい制作を行う。この授業内で合評
会を行う。

2時間

合評会の振り返り、レポート

2時間

油画制作

風景油画の完成に向かい制作を行います。
第14回

完成、最終合評会。
この授業内ではこの課題について合評会を実施し、最終の学修達
成度の確認を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【IA】
吉本大輝
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業フィギュア・玩具のデザイン・3DCAD設計・3D造形・企画・コンセプト・製造・パッケージデザイ
ン。(全14回)

授業概要
●●●3Dデジタル造形を学ぶ●●● 3DCGデジタル彫刻アプリケーション「ZBrush」を未習得の学生を対象に基本操作と作品制作、3Dプリン
ターによる出力までのデジタル造形に必要な全ての工程を学びます。また3D技術を、絵画やイラストなどの平面作品に活用する方法を学ぶ。各
学生がデザインから考えマテリアルを構築し、写実的なモデリングから、ポロジーとサブディビジョンレベルを意識し、Zmodelerを活用したサ
ブディビジョンモデリングまでの習得を講義内容とします。写実的なモデリングには描写力が必要となりますので、デッサン的な視点を養うた
めの講義も行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

イラストや作品制作に活用できる3Dモデリン
グの専門知識を学ぶ。

3Dモデリングソフトの基本的な操作を理
解し、立体的に表現する技術を身に付けて作
品を制作する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

平面の2D情報から立体作品に落と
し込む力を習得する。

構造の理解が必須となるためモチーフをよ
く観察し、破綻のない立体作品を制作する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題の内容や目的を理解し、創造的発想
力を活かした表現を考え、実際に制作する。
とで「課題発見・問題解決力」を養う。

2 ．DP7.完遂

3Dの工程を理解し、制作のスケジュー
ルを立てクオリティの高い作品を完成させ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、リーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の取り組み方

： すべての課題を提出しているか否か。
10％

課題提出期限の厳守

： 指定された提出期限を守れたかどうか。遅れた場合には減点する。
10％

試験(作品提出)

： 造形力、ソフトの操作などのポイントをクリアしてるかどうか。
40％

発想、アイデア
40％

： 既存のアイデアの範疇を超えるべく、最初に考えたアイデアのままではなく、アイデアをさら
に発展させることができているかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし。随時ワークシートや補足資料を配布する。

334

4365

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
履修する学生さんへ
授業外での制作は、各自が作る作品の密度やボリューム感に合わせ、課題提出締切を加味した制作スケジュールを立てるようにする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

南館2階研究室

備考・注意事項： まずは研究室にいらっしゃる助手さんにお伝えください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、3Dモデリング(ZBrush)導入、課題１
入
授業のオリエンテーション、3Dモデリングの基礎解説、課
題１ 導入

第2回

第3回

導

デザイン画を描く

2時間

基礎的な造形説明、ダイナメッシュモデリング基礎１
デザイン画添削、制作個別面談
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング

操作のおさらい、反復練習

2時間

作品制作、ダイナメッシュモデリング基礎２

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、ダイナメッシュモデリ
ング応用２

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

無し

0時間

ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める
第4回

作品制作、ダイナメッシュモデリング基礎３
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

第5回

作品制作、ダイナメッシュモデリング応用１
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

第6回

3D出力準備
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
3Dプリンターで出力するための工程を学ぶ
課題１のデータ提出

第7回

3Dプリンターでの出力品の表面処理、課題１ 合評、課題2
入
3Dプリンターでの出力品のの表面処理
課題１中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
課題２ 導入、ラフスケッチ(パース画)

第8回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎１

導

ラフスケッチ(パース画)添削、制作個別面談
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める
第9回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第10回

作品制作、サブディビジョンモデリング基礎３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第11回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用１
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第12回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第13回

作品制作、サブディビジョンモデリング応用３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

第14回

制作、最終合評
作品提出、合評
3Dモデルの2D作品への活用
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化(ポートフォリオ)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【VD】
田中友規
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

広告代理店のアートディレクターとして、様々な製品のパッケージデザインやセールスプロモーションにおけ
るコンテンツの企画・デザイン制作に従事。（全14回）

授業概要
店頭で物を買わない時代に突入した現在、パッケージデザインは「製品を包む」という機能・意味だけでは捉えきれない役割をになっていま
す。手に取る人にとって、パッケージデザインがどのような意味をもたらすのか、どのように心境を変化させるのだろうか。パッケージデザイ
ンを取り巻く環境から紐解き、人間の心理や行動分析を含め、いまの時代に求められる、新しいパッケージデザインの視点を手にいれるため
の演習です。授業の成果としてASPacアジア学生パッケージデザインコンペティションへの作品応募を必須とし、入賞を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

デザインに入る前に必要な情報収集や、分
析の重要性を身につける。

事例をより多く知ることで、デザイン制作
者の意図を理解できるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

パッケージデザインの企画・デザイン・プレ
ゼンテーション技術

コンセプトを明確に表現するために、押さえ
るべきポイントを理解する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

デザイン制作における順序を理解すること
で、あらゆる面で活用できる「計画性の向
上」を目標とする。

2 ．DP7.完遂

アイデアを、形にして、プレゼンテーショ
ンすることで伝える、という一連の作業を最
後までやり遂げる経験を得る。

3 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題分析シート制作
10％
試験（最終課題の提出）
40％
試験（仮想課題の提出）
40％
振り返りシート

： 課題分析シートを使用し、「求められていることを分析して、コンセプト立案ができているか」と
いう観点から評価します。
： ASPaC一次審査提出作品について、「分析・アイデア・実現性・完成度・プレゼンテーショ
ン」の観点から評価します
： ASPeC仮想課題について、「分析・アイデア・実現性・完成度・プレゼンテーション」の観点か
ら評価します。
： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

336

4366

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習してください。
最終課題が提出されなかった場合は、成績評価を行わないものとします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 上記以外で質問・連絡を取りたい場合は、授業でお知らせするメールアドレスに連絡してください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

パッケージデザイン概論
パッケージデザインとは何か？
モノを包み、運び、表層的なデザインを施す仕事ではありませ
ん。
パッケージは手元に届いた瞬間に、包装＝ゴミになる、という先
入観を脱却し、デザイナー視点でどのような新しい価
値を生み出すことができるのかを講義します。

第2回

パッケージデザイン演習A

～商品を取り巻く環境分析～

パッケージデザインを考えるためには、客観的な情報が必要で
す。
自らの先入観を排除し、対象のプロダクトが社会においてどのよ
うなポジションにあるのか、どんな問題を抱えているのかを把
握します。

自身の購買行動を記録し、パッケージデザイ
ンとの接点を探る。

6時間

テーマにピックアップした商品の既存パッ
ケージを収集、分析し、なぜその形になった
のかを理解する。

6時間

第3回

パッケージデザイン演習A ～課題を発見するまでのプロセス～
第2回目の授業に引き続き、収集した情報を元に、課題分析す
る手法を学ぶ。
パッケージデザインが「社会課題」を解決する、ひとつの手法で
あることを理解し、その可能性を探る。

課題分析のブラッシュアップ

6時間

第4回

パッケージデザイン演習A ～社会課題の設定～
取り組むべき「社会課題」をみつけ、商品とパッケージデザイ
ンがどのような関係性を持つことで「社会課題」を解決できる
か、を学ぶ。取り組むテーマを絞り、アイデアをスケッチにして
いく。

アイデアのブラッシュアップ

6時間

第5回

パッケージデザイン演習A ～モックアップの制作～
アイデアを実際に制作し、プロダクトとして成立するかのモック
アップで検証する。
社会課題を解決するためのデザインであること、表層的なデザイ
ンに陥らないこと、ノンバーバルでメッセージが伝わること、な
どクリアすべき点を再考し、デザイナーが外してはならないポイ
ントを理解する。

モックアップのブラッシュアップ

6時間

第6回

パッケージデザイン演習A ～プレゼンテーション～
制作した作品をコンセプトからプレゼンテーション。講
評を行なった後、制作した作品は提出。

ASPaC作品出品にむけて各自課題を分析。

6時間

第7回

パッケージデザイン演習B ASPaC一次審査の準備
ASPaC作品制作に向けてのキックオフ。取り組む課題と、応募作
品の条件を確認し、何を求められているのかを明確にしてか
ら、デザインへ取り組む。パッケージデザイン演習Aで学んだプ
ロセスを元に制作を進める。

ASPaC作品出品にむけて各自課題を分析。

6時間

第8回

パッケージデザイン演習B ASPaC一次審査のためのプレゼン
テーション
ASPaC作品出品にむけての分析をプレゼンテーション。企画の方
向性の確認を、課題に取り組む学生とともに全員で共有、議
論を行う。

課題分析シートのブラッシュアップ。

6時間

第9回

パッケージデザイン演習B ASPaC一次審査のアイデアブラッ
シュアップ
ASPaC作品出品にむけての分析のプレゼン後、ブラッシュアッ
プ。実際の制作へむけて、パッケージデザイン（形状）の方向
性を決定する。各々パッケージのビジュアルデザイン作業も並
行して行う。

出品アイデアのブラッシュアップ。

6時間

第10回

パッケージデザイン演習B

フィードバックを受けて、デザイン修
正を行う。

6時間

ASPaC一次審査提出

出品アイデアの形状、ビジュアルを完成させ、一時審査用フォー
マットへ落とし込み、プレゼンテーション。修正後、各自デザイ
ン案を応募する。
第11回

パッケージデザイン演習C ASPaC作品実制作
ASPaC応募作品を、各自素材を集めて制作開始。適切な素材選
択について、各自指導する。

必要な素材を集め、試作を繰り返す。

6時間

第12回

パッケージデザイン演習C ASPaC作品実制作1
ASPaC応募作品を、各自制作進行。
授業内で、面談形式で各自のアイデアについてフィードバッ
クを行う。

ASPaC応募作品を、各自制作進行。

6時間

第13回

パッケージデザイン演習C ASPaC作品実制作2
ASPac応募作品を、各自制作進行。
課題分析と作品のアウトプットにズレがないか確認。最終調
整を行う。

ASPaC応募作品を、各自制作進行。

6時間

第14回

パッケージデザイン演習C
達度の確認

最終課題の提出と振り返りをおこなう

6時間

ASPaC作品実制作3

【最終】学修到
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各自のアイデアを実際に制作し、完成させる。
プレゼンテーションの実施し、講評後、作品を提出。
（プレゼン後に手直しを加え、より精度を高める）
授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【AC】
はしもとまさむ
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

NHK Eテレ プチプチ・アニメ ”ビーズの森のらびぃ”
絵本「なつのいちごのおたんじょうび」（そうえん社）

制作
など

授業概要
本授業では、クレイアニメやストップモーション・アニメーションと呼ばれる、１コマづつ撮影するコマ撮りアニメの手法でアニメーション制
作を行います。学生はコマ撮りアニメの制作を通して、アニメの基本原理やエンターテイメントを意識したモノづくり学びます。
学生は、教員から出された課題を個々のアイデアをもとに粘土や身の回りのものなど許す限り自由に活用して課題に取り組みます。
完成した作品は全体で共有し、学生は個々の評価も行います。
教員は、課題への取り組み状況、作品やレポートなど成果物を評価します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

アニメの基本原理の体験
エンターテイメントなモノづくりの実践。

アニメの基本原理やエンターテイメントのモ
ノづくりについて考え学ぶ

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

目的に沿った企画立案ができる。

2 ．DP6.行動・実践

与えられたスケジュールに基づき、実制
作を行える。

3 ．DP7.完遂

作品を最後まで粘り強く完成させることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
完成した作品は授業で上映し、学生同士で評価する他、教員もコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
学生は、課題に沿ったコマ撮り映像作品とレポートを制作する他、他の学生の評価と自己評価も行います。
教員は、上記制作物と、授業の取り組み状況を鑑みて評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品の制作

： 映像作品、制作レポートの内容
50％

授業への積極的な参加

： 課題への取り組み、他学生作品への評価、及び小レポート提出などの実績を考慮。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜指示します。以下のサイト等の閲覧もおすすめします。
コマドリル
http://komakomatai.com/
パペットボックス （コマ撮りアニメの作り方）
http://www.pt-box.com/how-to-make/41/

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

講義前後

場所：

講義教室

備考・注意事項： 講義の前後で教員の時間の許す限り、直接質問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ツールの使い方と体験
コマ撮りアニメ制作ツールの使い方を学びます。
ツールに慣れ親しむ目的もかねて、自由にコマ撮りアニメを制
作します。

ツール操作の復習・コマ撮りアニメの制作

3時間

第2回

アニメーションの12の基本原則
アニメーションの１２の基本原則について学びます。
１２の原則のうち、”加速・減速（両端詰め）”をテーマにし
た課題アニメを制作し、考え方や具体的な制作方法を学びま
す。また、結果を学生同士で評価します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第3回

コマ撮りアニメ制作：加速・減速（両端詰め）②
前回の課題アニメ制作を通して学んだことを生かして ”加
速・減速（両端詰め）”をテーマにしたコマ撮りアニメを自
由に制作し、結果を学生同士で評価します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第4回

クレイアニメ演習：潰しと伸ばし
アニメーション１２の基本原則のうち”潰しと伸ばし”をテー
マにした課題アニメを制作し、考え方や具体的な制作方法を学び
ます。また、結果を学生同士で評価します。

クレイアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第5回

クレイアニメ制作：潰しと伸ばし②
前回の課題アニメ制作を通して学んだことを生かして ”潰し
と伸ばし”をテーマにしたコマ撮りアニメを自由に制作し、結
果を学生同士で評価します。

クレイアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第6回

クレイアニメ演習：あと追いの工夫
アニメーション１２の基本原則のうち、”あと追いの工
夫”をテーマにした課題アニメを制作し、考え方や具体的な制作
方法を学びます。また、結果を学生同士で評価します。

クレイアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第7回

クレイアニメ制作：あと追いの工夫②
前回の課題アニメ制作を通して学んだことを生かして ”あ
と追いの工夫”をテーマにしたコマ撮りアニメを自由に制
作し、結果を学生同士で評価します。

クレイアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第8回

コマ撮りアニメ演習：音について学ぶ
課題制作を通して、映像における音の役割・効果について学びま
す。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第9回

コマ撮りアニメ制作：音について学ぶ②
前回の課題アニメ制作を通して学んだことを生かして、音のつい
たコマ撮りアニメを自由に制作し、結果を学生同士で評価しま
す。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第10回

コマ撮りアニメ演習：置き換えアニメ
コマ撮りアニメの表現”置き換え”をテーマにした課題アニ
メを制作し、置き換えアニメの考え方や具体的な制作方法を学び
ます。また、結果を学生同士で評価します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第11回

クレイアニメ演習：メタモルフォーゼ
”メタモルフォーゼ（変形）”をテーマにした課題アニメを制
作し、メタモルフォーゼの考え方や具体的な制作方法を学びま
す。結果を学生同士で評価します。

クレイアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第12回

クレイアニメ制作：メタモルフォーゼ②
前回の課題アニメ制作を通して学んだことを生かして、”メタモ
ルフォーゼ（変形）”をテーマにしたクレイアニメを自由に制
作し、結果を学生同士で評価します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第13回

セルフリメイク
学生は、今まで学んだことを生かして第１回で制作したコ
マ撮りアニメをセルフリメイクします。
その結果について学生同士で評価します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間

第14回

最終課題制作
学生は、今まで学んだことを生かし集大成となるコマ撮りアニ
メを自由に制作します。

コマ撮りアニメ制作、制作に関するレポート

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【GA】
大谷佳久
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

現在までに250本を超えるスマートフォンアプリ開発やシステム開発に参画。企画やデザイン、機能提案か
らアプリ開発までを担当している。（全14回）

授業概要
【スマートフォンアプリデザイン制作概論】
スマートフォンアプリ開発の企画、制作に関わることができる知識を、デザイン面での実習から習得することをテーマとします。
当講座ではクリエイティブ要素の高いiPhoneやAndroidをベースに学習。
講義（座学）で「アプリ企画」「アプリ制作」を学ぶことで即戦力性を高めつつ、講座内で講師のオリジナル教材である「AppSwitch」を用い
た実習でアプリデザインの経験も積み重ねます。
「AppSwitch」を用いた実習ではiPhone＆Androidアプリをベースとし実際にアプリデザインを制作。
手元の端末で自身のデザインを組み込んだアプリに触れ、さらなる改善点などを探ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アプリデザインだけでなくスマートフォ
ンの歴史やアプリの動向なども解説します。

デザインに活かせる知識の習得を目指しま
す。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

授業や課題を通して、実際にアプリのデザイ
ンを経験します。

実際にアプリデザインを経験し、スキ
ルの幅を広げることを目指します。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

アプリデザインのフローや企画手
法を学びゴールまでの時間を計画的に明示で
きるようになる

2 ．DP6.行動・実践

実際にアプリを企画・デザインし授
業で得た知識をアウトプットする

3 ．DP8.意思疎通

課題の意図することを理解し、不明点など
は講師とコミュニケーションを取り解決する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内容の総合的な理解度、期末試験 ： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上での作品になっているかどうか
評価（課題提出）
を確認し評価する。試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
40％
アイデア力
30％
課題作品の完成度
15％
学習到達度

： 課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確認し評価す
る。
： 課題の出来を確認することで、授業で学んだ内容や自身のスキル、志向を活かしたアウトプットに
なっているかどうかを確認し評価する。
： 課題の提出状況、内容などから当授業の理解度などを確認し評価する。

15％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業内で随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・当講座は「プログラミング」を学ぶ講座ではなく「アプリデザインや開発に必要な基礎知識」を講義（座学）で学び「アプリデザイン」を実
習で学ぶ講座です。
・その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・過度の私語や居眠りなどで他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後10分程度

場所：

教室内または研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スマホアプリ制作概論～使い手→作り手に～
この授業で学んだことをどのように実務で生かすのか、また著
名なアプリサービスの歴史などを学びます。

お気に入りのアプリを整理しておく。

2時間

第2回

スマートフォン基礎知識
携帯電話からスマートフォンに至る歴史などを学びます。

人気のあるLINEスタンプを確認しておく。

2時間

第3回

スマートフォンアプリのデザイン基礎知識
スマートフォンアプリをデザインする際の、基本的な知識、お作
法などを学びます。

アプリを新たに5個以上触っておく。

2時間

第4回

アプリデザインの変遷①

アプリを「デザイン」の視点で確認してみ
る。

2時間

アプリを「デザイン」の視点で確認してみ
る。

2時間

スマートフォンアプリやWebサービスを触って
みる。

2時間

スマートフォンアプリのデザイントレンドの変遷を、Webデザイ
ンなども含めて学びます。
第5回

アプリデザインの変遷②
スマートフォンアプリのデザイントレンドの変遷を、Webデザイ
ンなども含めて学びます。

第6回

スマートフォンアプリを作るには
スマートフォンアプリやシステムを開発する際に必要なプログラ
ミング言語や、それぞれのプログラミング言語でどのような身
近なサービスが作られているかなどを学びます。

第7回

アプリ企画基礎①
スマートフォンアプリの企画を考える時のポイントなどを学びま
す。

新しいアプリの案を考える

2時間

第8回

アプリ企画基礎②
スマートフォンアプリの企画を考える時のポイントなどを学びま
す。

よく使うアプリの企画ポイントを考えてみる

2時間

第9回

実際のアプリに学ぶ①

自分が一番長い期間使っているアプリを確
認しておく

2時間

初めて持ったスマートフォンで使ったアプ
リを思い出してみる。

2時間

自分が課金したことのあるアプ
リを振り返る。

2時間

今までに学んだ知識を前提にアプリを見直し
てみる。

2時間

今までに学んだ知識を前提にアプリを見直し
てみる。

2時間

良く使うアプリのデザインを重点的に見てみ
る。

2時間

歴史、人気ともに実績のあるアプリをピックアップし成長過
程や成長ポイントを学びます。
第10回

実際のアプリに学ぶ②
2013年から現在までのダウンロード数や人気ランキングなど
を振り返り、その理由などを分析してみます。

第11回

アプリのマネタイズを考える
スマートフォンアプリのマネタイズ（収益化・課金ポイン
ト）の方法を学びます。

第12回

スマートフォンアプリ開発の業務フロー
スマートフォンアプリを開発する際の体制や、業務の流れなど注
意しておくべき点などを学びます。
また「AppSwitchで進めてきた課題を今後ポートフォリオにど
う生かすか」や「最新のデザイントレンド」なども学びます。

第13回

スマートフォンアプリ開発に必要な費用
スマートフォンアプリを開発する時に必要な費用などを学びま
す。
また「AppSwitchで進めてきた課題を今後ポートフォリオにど
う生かすか」や「最新のデザイントレンド」なども学びます。

第14回

スマートフォンアプリ開発、制作での重要ポイント
これから先、メインになりそうなデザイン手法やトレンドを共
有。これまでに当授業で学んだデザイン手法、企画方法、歴史な
ども振り返りながら、重要ポイントを学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習３【IA】
唐仁原希
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

唐仁原：画家として絵画の制作に日々取り組んでいる。絵画制作という実践の中で、画材の扱い方、デッサ
ン、人物や風景の描き方の研究を行っている。(全14回)

授業概要
本授業では、質の高い絵画作品を制作するため、段階を踏んで作品を制作するためのプロセスを学びます。
自分自身が何をテーマに絵画を制作したいのか明確にするには、描き手して多くの経験値が必要となります。テーマが朧げなまま、いきな
り「力んだ」作品を制作することは大変苦しいものです。
そこで重要となるのが「ドローイング」です。自己探求的に制作と向き合える「ドローイング」の重要性について学び、生涯取り組みたい作
品テーマを追求し、実験的に絵画制作する姿勢を養います。作り手には、日常生活の中で継続して制作に取り組む姿勢が必要です。「課題のた
めの作品」といった義務的な制作を超え、自己の精神に密着した作品制作と、社会に響く強いコンセプトの発見を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

・絵画を制作する上で必要な技術と知識の理
解
・オリジナリティーのある表現力

・ドローイングの特性について理解し、作品
制作に取り入れることができる。
・それぞれの画材の特性を理解し、幅広い表
現に生かすことができる。
・自身の特性を理解し、研究、発展させるこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自立性を持って絵画制作のコンセプトを模
索し、創意工夫、実践する力

・自立的に制作や研究を継続的に行い、完成
度の高い作品として他者に提示することがで
きる。
・様々な表現技法を実験的に行い、他
者に伝わる魅力を目指し創意工夫することが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

合評会での作品発表を通じ、自分の作品を客
観的に振り返り、課題の発見ができる。

2 ．DP7.完遂

・志を高く持ち、良質な作品を完成させる意
識を持つことができる。
・日頃から公性を意識し、制作した作品に責
任を持つことができる。

3 ．DP8.意思疎通

・合評会や討論会での発表時、論理的な思
考を心がけ、聞き手に分かりやすく内容を伝
達することができる。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工
夫を把握し、客観的、且つ、論理的な批
評を行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品提出
60％

： ・課題の意図を把握できているか。 ・クオリティーの高い作品を制作できたか。 ・画材の特
性を理解し、創意工夫ができたか。 ・幅広い調査と研究が行えたか。 ・試験期間中に提出の課
題を評価対象とする。
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受講態度
20％
合評会や討論での発表内容
20％

： ・熱意を持って授業に取り組んでいるか。 ・教員と積極的にコミュニケーションを取り、意欲
的に学ぶ姿勢があるか。 ・提出物などの期限を守れているか。
： ・自分の作品を客観的に振り返り、課題発見ができたか。 ・他者の発表から、作り手の意図や表
現の工夫を把握し、客観的な批評を行えたか。 ・論理的な思考を心がけ、聴衆に分かりやすく内
容を伝達できたか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『芸術企業論 』村上隆(幻冬舎文庫)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求めらます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限

場所：

南館3階 研究室2

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション/100枚ドローイング【1】
[1]オリエンテーション
ドローイングとは？プロの作家の作例から本作品とドローイン
グの違いを学ぶ。
[2]自分がこれまで描いてきた作品を分析(分析シートに記入)
[3]ドローイングを100枚描く
ドローイングを描くことで、「力み過ぎない完成」を体感し、作
品の幅を広げる。（時間を掛けないことを意識する。）
・100枚ドローイングを引き続き行う。
・分析シートとドローイングの説明、面談

100枚ドローイング制作

2時間

第2回

100枚ドローイング【2】
・100枚ドローイングを引き続き行う。
・分析シートとドローイングの説明、面談

100枚ドローイング制作

2時間

第3回

100枚ドローイング【3】
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身のドローイング100枚に
ついて発表する。
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・ドローイング提出

次週の授業に使用する画材を準備

2時間

第4回

小品の制作[1]/ドローイングの分析
・ドローイング分析シートの記入/導き出される画材、支持
体を分析（キャンバス、紙）
・画材、支持体の選び方/プロの作家の作例から学ぶ
・前回の課題で制作した100枚のドローイングをもとに小品(F6号
以下)を3点以上制作（画材、表現形態は自由）
・エスキースの制作
・支持体の制作（キャンバス張り、水張りなど）
・必要であれば、ドローイングの制作を続ける。

エスキースを完成させる。

2時間

第5回

小品の制作[2]/ドローイングを発展させる
・エスキースのチェック
・作品制作
・個別指導

進行に遅れのある者は制作

2時間

第６回

小品の制作[3]/ドローイングを発展させる
・作品制作(中間チェック)
・個別指導

進行に遅れのある者は制作

2時間

第7回

小品の制作[4]/ドローイングを発展させる
・作品制作
・個別指導

・作品を完成させる。・合評会の準備。

2時間

第8回

小品の制作[5]/合評会
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品とコンセプトに
ついて発表する。（必要であれば前回の課題で制作したドローイ
ングや小品を利用する。）
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・課題提出

・振り返りシートの記入・次回課題の準備

2時間

第9回

中型作品の制作[1]/課題説明と
・前回の課題で制作した小品3点を発展させ、中型の作
品(F30号~F50号位まで)を制作
・小品を分析しながら、エスキースを制作し立案する。
・支持体の選択と作成

・エスキースの作成・画材支持体の準備など

2時間

第10回

学外授業/展覧会の見学
11月～12月にかけて開催予定の担当教員の個展を見学する。

レポート課題

2時間

第11回

中型作品の制作[2]/作品制作

進行に遅れのある者は制作

2時間
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・エスキースのチェック
・作品制作
・個別指導
第12回

中型作品の制作[3]/作品制作
・作品制作(中間チェック)
・個別指導

進行に遅れのある者は制作

2時間

第13回

中型作品の制作[4]/作品制作
・作品制作
・個別指導

・作品完成・合評会に向けての準備

2時間

第14回

中型作品の制作[5]/合評会

・これまでの授業の振り返り・引き続き、ド
ローイングと作品の制作

2時間

合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品とコンセプトに
ついて発表する。（必要であれば前回の課題で制作したドローイ
ングや小品を利用する。）
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・課題提出
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【MD】
野口周三
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、映画・ドラマの脚本（シナリ
オ）、企画・プロデュースなども担当。（全14回）

授業概要
【マンガ制作及び映像制作】
漫画作品制作において汎用性の高い「シナリオ論」や、映画・ドラマの手法を元にした「映像論」を元に作品制作を行う。ストーリー漫画へ
の理解、ストーリーのあるもの（映画、ドラマ、アニメなど）への理解を深め、自らの作品を制作する。
また、制作した作品の中から優秀だと認められた場合は、マンガ・デジタルアートコースが主催する東京出版社持ち込みツアーに参加し、希
望の出版社において編集者から指導を受けることが出来る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漫画、映画などのストーリについてシナリ
オを分析・理解できる。漫画のコマわりにつ
いての効果を理解できる。

読み切りや連載に向けたストーリー漫
画を作ることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

身に着けた技術で具体的なマンガ作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。20分以上の遅刻は欠席とみな
し、成績評価を行わない。
試験（作品提出）提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画・立案の内容
20％
作品を完成させる力
30％

： 確かな目的、需要を意識し具体的かつ的確な表現方法を用いる計画性があるか。企画力（10点）作
品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
： 制作に必要とする知識・技術について独断ではなく教員に確認をする姿勢があるか。 アイデ
アや要求、提案を作品に昇華させ、完成させる力があるか。

作品のクオリティ、期末試験評価（課 ： 企画した狙いを達成するためのアイデアや工夫があるか。クオリティ維持のための必要技術がある
題提出）
か。 試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
40％
平常点

： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
ストーリー漫画の制作、構成研究に興味あることを必要とする。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

南館３F研究室

11時00分～13時00分

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作を行う際の必要な考え方
シナリオ論におけるコードを学び、漫画のプロットを作成する

プロット制作

2時間

第2回

参考映像とプロット
参考映像を視聴し、作成したプロットについて担当教員とディス
カッションしながら理解を深める

プロット制作

2時間

第3回

プロットを完成させる
参考映像を視聴し、プロットからストーリーラインを組み立て完
成させる

プロット制作

2時間

第4回

参考映像とネーム
参考映像を視聴しながら、ネームを制作する

ネーム制作

3時間

第5回

ネーム/ディスカッション
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

ネーム制作

2時間

第6回

ネーム/修正
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

ネーム制作

2時間

第7回

下描き
参考映像を視聴し、作成したネームを元に下描きをする

下描きを進める

3時間

第8回

下描き/ディスカッション、中間ルーブリックの実施、学
生へフィードバック
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

下描きを進める

2時間

第9回

下描き/修正
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

下描きを進める

2時間

第10回

中間合評
互いの作品を合評する。また見られることで更なる修正点に関し
ての気づきを行い、ブラッシュアップを図る

作品制作を進める

3時間

第11回

作品制作
下描きを完成させた後、ペン入れを行い、作品を完成させる

作品制作を進める

2時間

第12回

作品制作/ディスカッション
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う

作品制作を進める

2時間

第13回

作品制作/修正
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う

作品制作を進める

2時間

第14回

最終合評、最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視 化（ポートフォリオ）
最終合評において、東京編集部持ち込みツアーのメンバーを決
定する。(期末試験として評価する)

作品を完成させ提出する

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【MD】
はたのさとし
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

漫画の週刊連載アシスタント経験、漫画賞受賞経験を経て、隔週雑誌と月刊雑誌で連載を経験。雑誌などでイ
ラスト仕事も経験。漫画家、イラストレーターとして日々制作に取り組んでいます。モノクロ原稿とカラー原
稿共に、作画をアナログとデジタル両方を使い分ける。

授業概要
「色々な物を描けるようになる」と「幅広い画材の使い方を知る」を目的としています。
「武器」「乗り物」「自然物」など、描いてみたいけど大変なモチーフを無理なく描ける事を目指します。
課題には漫画の要素も含んでいるので、興味のある方にも有意義な内容です。
主にアナログでの作業です。
モノクロ課題とカラー課題を両方制作し、どちらの画面バランスも理解を深めるねらいです。
カラーは先ずは画材の練習をし、扱いに慣れてから作品制作に入り、質の向上を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

絵を描く為に必要な基礎技術を習得し、今
後の専門的学習に備える。

色々なモチーフを描ける力を身に着け、画
材の使用方法も習得する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

モチーフを描く上での立体把握や、背
景を描く上でのパース感覚などをレク
チャーを受けたうえで作品制作。

苦手な物や描いたことがない物を減らし、今
後の作品の世界観が広くなる土台を身に着け
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分の得意なモチーフや描き方、苦手なモ
チーフや描き方を理解し、技術や理
屈を知り苦手を克服して表現力を広げる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題から触発されるアイデアを形にし、段
取りを計画して実行できる力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
課題作品は全て提出する事。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品点、試験（課題提出）
80％
制作態度

： 課題を正しく理解し、必要な技術を習得したうえで高い完成度の作品を制作する事が出来ている
か。 期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 作品をスケジュール通りに制作し、提出期限を守っているか。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適時授業内で指示。

履修上の注意・備考・メッセージ
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アナログや背景入りイラストという、敬遠されやすい作業を、一から丁寧に指導します。
苦手意識を取り払い「思い描いた事が作品になる」ことの楽しさを一緒に共有しましょう！
この授業は基本アナログですが、画材の特性を知ることはデジタル作画にもその技術が活きてくる事もお伝えしたいです。
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業内で担当教員のチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行う事。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出する事。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間の前後。

場所：

授業をする教室。

備考・注意事項： 非常勤のため学校に残る時間が少ないので、時間がかかる内容の場合、授業の作業時間中に、質問いただけると助かります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

自己紹介課題（モノクロ）「食べ物とキャラを描く」
教員の自己紹介をし、作品を見ていただきます。簡単な自己紹
介を生徒さんにもしていただきます。
教員の作品のテーマで扱ってきたグルメをモチーフに、キャラク
ターが食べ物を食べている所を描く。
授業内で、下書き、ペン入れを行い、授業最後に講評を行いま
す。

第2回

課題１（モノクロ） 「武器とキャラを描く」漫画およびイラ
スト ラフ、下描き
用意した資料を元に、キャラクターと武器のデザイ
ンを考え描く。

次回の課題「武器とキャラを描く」に向け
て、資料等を集める。

2時間

教員のアドバイスなどをもとに、下描きをブ
ラッシュアップ。ペン入れ直前までディ
ティールなどを仕上げておく。

2時間

講評会を受け、反省点を復習する。次回の課
題「乗り物とキャラを描く」に向けて、資料
等を集める。

2時間

課題の下描き作業を進める。

2時間

一枚絵のイラストでも、漫画のようにコマワリやセリフがあるよ
うにしても可。
モノクロ課題。漫画原稿用紙に描きます。
先ずはラフで数パターン作り、教員のチェックの後、下描き
を進める。
第3回

課題１（モノクロ）「武器とキャラを描く」漫画およびイラス
ト ペン入れ、仕上げ、講評
下描きを元に、持参のペン入れ用具でペン入れをする。
その後、講評会を行う。キャラや武器の設定などをプレゼンテー
ションし、デザインや形の正確さなどのアドバイスを受ける。

第4回

課題２（モノクロ）「乗り物とキャラを描く」漫画及びイラス
ト
ラフ作業
教員による、乗り物の描き方のレクチャーを初めに行う。
コマワリやセリフのある漫画もしくはイラストとして制作。モノ
クロ。
ラフ作業をし、教員のチェックを受ける。

第5回

課題２（モノクロ）「乗り物とキャラを描く」漫画及びイラス
ト ペン入れ
下描きをブラッシュアップし、資料を使いディティールを描きこ
む。
ペン入れ作業。
授業内に教員のアドバイスを受ける。

アドバイスなどを考慮し、ペン入れを進め
る。

2時間

第6回

課題２（モノクロ）「乗り物とキャラを描く」漫画及びイラス
ト 講評

次の課題「アナログカラー技術レク
チャー」の為の準備アナログ画材の調達、画
用紙への下描き を行う。

2時間

今回の技術の復習。次回の課題「自
然の中のクリーチャー」の資料集めや準備。

2時間

授業内にペン入れを完成させ、講評会を行う。
どういうコンセプトで描いたか、どういうシーンかなど、プレゼ
ンを行い、アドバイスと評価を受ける。
講評後に、次回のアナログカラーの画材の特性の説明をする。
第7回

アナログカラー技術レクチャーと、課題３「自然の中のクリー
チャー」のラフ作業
ポスターカラーやアクリルガッシュ、水彩ガッシュ等の不透明
色の画材と
コピックや透明水彩などの透明色との画材の特性の違いをレク
チャー。
そして「植物」「森林」「岩」「雲」「海」などの描き方もレク
チャー。
その後、「自然の中のクリーチャー」のラフ作業に入る。

第8回

課題３（カラー）「自然の中のクリーチャーをカ
ラーで描く」下描き 線画
課題のラフ作業を進めるアイデアを絞り、下描きを完成させる。
教員のアドバイスを受ける。

課題の下描き、線画作業を進める

2時間

第9回

課題３（カラー）「自然の中のクリーチャーをカラーで描く」
着彩
課題のペン入れ、着彩作業をする。
教員のアドバイスを受ける。

アドバイスなどを考慮し、着彩を進めてお
く。

2時間

第10回

課題３（カラー）「自然の中のクリーチャーをカ
ラーで描く」合評

課題４「廃墟と悪役キャラをカ
ラーで描く」のラフ作業と、資料集め
を行う。

4時間

課題の線画を進める。

4時間

課題の提出、合評会を行う。
どういうコンセプトで描いたか、どういうシーンかなど、プレゼ
ンを行い、アドバイスと評価を受ける。
講評後に、
１～３点透視図法、消失点のないアイソメトリック図法などの人
工物の背景に必要な図法を教員が解説。
その後、次の課題のラフ作業開始。
第11回

課題４（カラー）「廃墟と悪役キャラを描く」の下描き作業
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課題の作業を進め、下描きのディティールを書き込む。
教員のアドバイスを受ける。
第12回

課題４（カラー）「廃墟と悪者キャラを描く」
課題の線画、着彩を進める。
教員のアドバイスを受け、作業を進める。

第13回

第14回

線画

着彩

課題の作業を進める

2時間

課題４（カラー）「廃墟と悪者キャラを描く」 着彩
課題の着彩作業を進める。
教員のアドバイスを受けクオリティーを上げる。

課題を進める。

2時間

課題４（カラー）「廃墟と悪役キャラを描く」 提出 合評
最終課題を完成させ、講評会を行う。
どういうコンセプトで描いたか、どういうシーンかなど、プレゼ
ンを行い、アドバイスと評価を受ける。

前期に学んだ技術の復習を行う。

2時間
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授業科目名
担当教員名

造形芸術専門展開演習４【AC】
内田英武

学年・コース等

開講時期
2年・アニメーションキャラクターコース
後期

授業形態

ゲームなどのコンテンツを制作する上で必要となる３Dアニメーションを学習します。 使用アプリケーショ
ンはMAYAを中心に用います。

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ポリゴン・ピクチュアズなどのCG会社でアニメーションやゲームタイトル等のディレクター経験を複数有す
る。（全１４回）

単位数

2

授業概要
●●●映像（ゲーム）作品での３Dアニメーションを習得する●●●
この授業ではMayaの機能と操作方法を学びアニメーションを制作するための技術を獲得します。
講師による添削と実習指導を元に最終的に３Dアニメーションのポートフォリオムービーを作成します。
内容は実習が中心です。
前半はMayaの基礎的操作の復習を中心に行う。また、３Dでも重要な人体のフォースを学ぶためジェスチャードローイングにも時間をかける。
後半では実際にスタジオで使われるアセットを用い、実際の映像作品をトレスしてプロとしての技術を習得していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

映像・ゲーム媒体の開発の現場におけるアニ
メーションの応用的知識を身に着ける。

作品ポートフォリオに入れられるレベ
ルの３Dアニメーションのムービーポート
フォリオを制作する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

作品ポートフォリオ用の映像を想定してまと
め上げることができる。

2 ．DP7.完遂

毎時間の課題が達成困難であっても、あきら
めずにやり遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の授業で進捗確認やコンセプトの相談を行いますので必ず参加してください。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
作品のみで評価をするわけではなく、授業態度やプレゼンテーションなど総合的に評価をします。
デザイナー＝ビジネスマンと認識し、ふさわしい立ち振る舞いをしてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回の課題提出
55％
中間プレゼンテーション
10％
後期プレゼンテーション
10％
振り返りレポート
10％
最終提出物（ポートフォリオ）

15％

： 満点が5点の5段階評価です。各回の授業で評価を行います。
各回で取り決めた内容を踏まえた提出物に仕上がっていた場合3点となり、クオリティが基準よ
り高いと判断した場合は最大で＋2点の加点をします。
： 満点が10点の3段階評価です。(0点・5点・10点)
内訳としてアニメーション自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価します。
： 満点が10点の3段階評価です。(0点・5点・10点)
内訳としてアニメーション自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価します。
： 満点が10点の10段階評価です。
授業を通じて得た『３D映像におけるアニメーションの役割』についてレポートしてください。
： 満点が15点の15段階評価です。
ポートフォリオの完成品を評価します。
クオリティの高さと十分な量を提出できたかどうかの両面で判断します。
終了後一週間以内に作品を提出してください。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜動画、サイトなどを提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。
最終課題はポートフォリオの成立となり、膨大な制作時間が必要です。
計画的な作業スケジュールを組んで挑むことが重要です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて告知

場所：

初回授業にて告知

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を予約しておきたい場合には、初回授業時に連絡先を伝達し
ますので、メールに相談内容を記載しアポイントを取ってください。
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【氏名、学籍番号】３Dアニメーション課題についての相談)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の解説・Mayaアニメーション機能の復習
・本授業の学修を通して習得する力の説明
・授業の全体像の解説・制作物の要件の解説
・Mayaアニメーション基礎機能の復習

第2回

初回プレゼンテーション・アニメーションの原則の復習
・初回プレゼンテーション実施
・ディズニーから学ぶ『アニメーションの12の原則』を復習する
・次回提出物の設定

第3回

ジェスチャードローイング
・ジェスチャードローイングを実施
・人体の構造を再認識し躍動感のあるドローイングを描く

第4回

タイミング・スペーシング
・タイミングとスペーシングの効果ついて重点的に学修する

第5回

レイアウト・カメラワーク
・レイアウト構築とカメラワーク重点的に学修する

第6回

ボディメカニクス
・前回までの授業内容を駆使し2名の人物の会話のカットを作
成する
・体幹のアニメーションを完成させる

第7回

フェイシャル・セカンダリアニメーション
・音声を入れて2名の人物の会話のカットを作成する
・表情アニメーション、髪の毛と服が揺れるアニメーショ
ンを行いカットを完成させる

第8回

中間プレゼンテーション
中間学修到達度の確認とフィードバックの為、6回目と7回目の授
業の成果物を講師のアドバイスに基づいてブラッシュアップさ
せ、プレゼンテーションを行います。

第9回

カット制作①【会話シーン】作成
高低差のある地形での複数キャラクターの会話シーンを作
成し、強さや立場の違いをアニメーションで表現します。

第10回

カット制作②【歩き・走りのシーン】作成
歩きや走るカットの作成を通じてタイミング、スペーシング、ボ
ディメカニクスの理解をより深めます。

第11回

カット制作③【歩き・走りのシーン】作成
前回の授業で行ったカット制作にフェイシャルアニメーショ
ンとセカンダリアニメーションを追加します。

第12回

カット制作④【アクションシーン】作成
アクションシーンの作成を通じて、タイミング、スペーシン
グ、ボディメカニクスに加えカメラワークの理解をより深めま
す。

第13回

後期プレゼンテーション
前回までの作品のプレゼンテーションを行う
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全１４回の授業の全体像を把握。 書籍等で
のMayaの基礎機能を復習しておく。
（第１回）

4時間

授業で自分の作品のプレゼンテーショ
ンを行うのでアニメーション作品を準備して
きてください。（第２回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第３回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第４回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第５回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第６回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第７回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第８回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第９回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第１０回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第１１回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第１２回）

4時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に 復
習を進めてください。（第１３回）

4時間

4372
第14回

レポート・最終課題の提出

最終授業では『３D映像におけるアニメーショ
ンの役割』をテーマにして授業の振り返りレ
ポートを書いてもらいます。インターネッ
トなどで検索し調べてきてください。ま
た、最終課題のポートフォリオは授業後1週
間で提出してください。

授業の振り返りレポートを行う
最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習３【IA】
廣瀬俊彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

担当教員は、映像制作・ディレクターとして、3DCGやアニメーションを使用したCM制作やイベント用映像の制
作に携わってきた。全14回担当

授業概要
イラストレーションや絵画の発展形としてのアニメーション制作を中心に、平面のイラストレーションや絵画に時間軸を与えることで得られ
る表現の広がりを学び、そこで得られた新しい表現手法を用いて、自分の作品の可能性と世界観を探求する。
最も基礎的な内容として、鉛筆と紙、アニメーションタップやライトボックスなど、アナログツールを用いたアニメーション制作を通し、物
理的に自然な「動き」の基礎を学び、さらに演出的な「動き」にも挑戦し、アニメーションの幅を広げていく。その後デジタルツールとし
て「Photoshop」を使用したアニメーション制作う。デジタルツールの基礎を習得しながら、デジタルのメリットを生かした技術的な応用と演出
的な表現まで学んでいき、最終的に動くイラストレーションおよび絵画をテーマに映像作品を制作し、時間軸が加えられた自分の作品の完
成を目指す。習熟度により、さらに様々な映像表現を可能にする「AfterEffects」の紹介と基本操作も学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ライトボックスとアニメーションタッ
プを用いたアナログツールでの制作、およ
び、Photoshopを用いたデジタルーツールで
の制作を学ぶ。

アナログツールとデジタルツールを用い
て、アニメーションの基礎を学び、アニメー
ションおよび映像制作の技術的、演出的なノ
ウハウを習得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

どのように修正すればより良い作品ができる
のかを見つける力をつける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品内容
70％
スキル習得
10％
授業態度
10％
定期試験（作品提出）

： アニメーション制作の基礎的な技術を習得し、作品を完成させることができたか。
時間軸をもちいた自分のイラストレーションや絵画の世界観を表現できたか。
※14回の授業終了後に提出。
： アナログツール、デジタルツール（Adobe Photoshop等）を用いたアニメーション作成の基本
的な操作を理解できたか。
： 興味をもって授業に望み、学んだことを創造的に発展させてより良い作品作りを行う姿勢がみられ
るか。授業内で指摘した点を修正できるか。
： 作品のポートフォリオをわかりやすくまとめることができたか。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
コンピュータ（Mac）を制作ツールとして使用するので、基本操作を身に付けておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 詳しくは授業時間内に連絡する。
メールアドレス：hirose@oecu.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・ショートアニメーション等映像紹介
授業の概要と具体的な制作の流れを説明します。
またプロの制作したショートアニメーションと学生作品、ドキュ
メンタリー映像を見ていきながら、イラストレーションや絵
画に時間軸を加えたアニメーションの表現の可能性を紹介しま
す。

動画サイト等で関連する学生制作のアニメー
ション作品を視聴すること

2時間

第2回

アナログアニメーションの基礎1・課題１/課題説明、制作手
順の説明、制作開始
アニメーションの歴史と仕組みの説明をします。
アニメーションの基本となる課題をA4コピー紙に鉛筆で描
画し、アニメーションを制作します。
ライトボックスとアニメーションタップを使用します。
A4コピー用紙と鉛筆を準備してください。
作品は次週に講評します。

アニメーションの動きをひとこまずつ研究す
ること

2時間

第3回

アナログアニメーションの基礎2・課題2/制作、チェック、講評
ふたつ目の課題を制作します。原画をスキャンして、動き
のチェックをします。
修正点をみつけて、描き直し、より自然な動きを目指します。
前回の完成作品をひとつずつ上映し、講評をおこないます。

課題の完成と指摘された部分を修正すること

2時間

第4回

アナログアニメーションの応用1・課題3/課題説明、制作、講評

デフォルメされた動きに注目して、アニメー
ション作品を視聴すること

2時間

中間チェックで指摘されたことを修正するこ
と

2時間

前回の完成作品をひとつずつ上映し、講評をおこないます。
課題3の説明と制作を通して、初期のディズニーアニメなど
で見られるデフォルメ、強調された動きを学びます。
全員でひとつのリレーアニメーションを制作開始します。
まずは1枚の紙に全体のアニメーションプランを描くことか
ら始めます。
第5回

アナログアニメーションの応用2・課題3/制作、中間チェック
個別に中間チェックをおこないます。
全体的な構成や動きについてアドバイスします。

第6回

アナログアニメーションの応用3・課題3/制作、テストスキャ
ンと最終チェック
ここまで制作したものをスキャンし、動作を確認します。個
別に最終チェックをおこないます。
細かい動きやタイミングの作画についてアドバイスします。

最終チェックで指摘された点を繰り返しみ
て、修正をおこなうこと。

2時間

第7回

アナログアニメーションまとめ・課題3/作品講評 デジタルア
ニメーションの基礎1・/動画編集と出力説明、制作
課題2のリレーアニメーションの上映と、ひとつずつ作品講評を
おこないます。
デジタルツールの課題をはじめます。Macの教室でPhotoshopを使
用します。
USBストレージ等を忘れずに準備してください。
ここまでに制作したアナログ課題をデジタルツールで編集、出
力する方法を学びます。

Mac、Photoshopの基本操作を確認しておくこ
と

2時間

第8回

デジタルアニメーションの基礎1・課題4/制作、講評

講評でしてきされた点を繰り返しみて、修
正をおこなうこと。

2時間

動画サイト等を視聴し、様々な人の動きを観
察すること

2時間

Photoshopを使用し、簡単なデジタルアニメーション制作を行い
ます。
課題4の説明と制作を通して、基本的なひとの動きを学びます。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。
第9回

デジタルアニメーションの基礎2・課題5/制作
Photoshopを使用し、簡単なデジタルアニメーション制作を行い
ます。
Photoshopの便利な機能と、課題5の説明と制作を通して、ひと
の動きの応用と動きのデフォルメを学びます。

第10回

デジタルアニメーションの応用1・課題6/課題説明、制作開
始 講評
最終課題（課題６）の課題説明をおこないます。
これまで学んできたアニメーションのノウハウを各自のもつキャ
ラクタを用いて、
デフォルメされた動きの応用でひとつの作品を制作します。
イラストレーションや絵画に時間軸を加えた作品制作への挑戦と
なります。
前回の課題の講評をおこないます。

課題のプランを数パターン検討しておくこと

2時間

第11回

デジタルアニメーションの応用2・課題6/制作

制作目標となるアニメーション作品を動画サ
イト等で視聴しておくこと

2時間

制作の参考資料を収集しておくこと。

2時間

課題のプランを個別にチェックします。
作品の世界観と狙いを説明してもらいます。
第12回

デジタルアニメーションの応用3・課題6/絵コンテチェック、制
作
作品ごとにことなる制作上のポイントをアドバイスします。
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第13回

デジタルアニメーションの応用4・課題6/制作、中間チェック
個別に最終チェックをおこないます。
作品完成に向けたアドバイスをおこない、修正をおこないます。

第14回

デジタルアニメーションのまとめ・課題6/講評・ポートフォリ
オ制作
課題6の作品講評を1つずつ上映しながら行います。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
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中間チェックで指摘されたことを修正するこ
と

2時間

最終チェックで指摘されたことを修正するこ
と

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【VD】
桐原一史
VDコース・2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
本授業では、「コーポレート（組織としての）ブランドデザイン」について学びます。授業では事例を紹介し、そのブランド戦略やブラン
ドを構築する様々な媒体の目的や機能について理解します。課題制作ではテーマに沿って調査を行い、そこから得た情報を分析し、ロゴデザイ
ン制作を基本にデザインアイテムへの展開を行う。その過程でタイポグラフィやレイアウト、シンボルマークやカラーなどについて学び、授業
後半にはプレゼンテーションと総評を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ブランドにおけるコミュニケーションデザイ
ンの可能性。

ブランドデザインを通じてブランドの定
義や役割、その機能や価値を理解するととも
に、コミュニケーションデザインの広がり
を認識する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

タイポグラフィ、レイアウト、カラーデザイ
ンについての知識と理解。

文字の選択、文字組み、文字詰め、レイアウ
トやカラーの基本を学び、ブランドロゴデザ
イン制作を行う。シンボルマークやキャラク
ターデザインなどの制作から、その役割や機
能、効果など学ぶことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマに対してリサーチを実施し、様々な発
見や気づきをもとに分析を行い、方向
性を導くことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

与えられた時間の中で独自のアイデアを展
開し、計画的に制作を進めるためのプロセ
スを学びます。アクティブラーニン
グの中でアイデアやプランを客観的に見
直す機会をもち、柔軟な対応力を養うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」。
成績評価の方法・評価の割合
作品のオリジナリティーとクオリ
ティー

評価の基準
： 独自のアイデアを完成度をもってデザインする力を評価する。
50％

課題に対する理解と取組み状況
10％
プレゼンテーション

： 課題やテーマの理解力と問題を解決しようとする積極的な姿勢を評価する。
。
： 2つの課題を通じて自分の考えを伝えるためのコミュニケーション能力について評価する。

20％
作品（課題）データの提出

： 演習授業全体を振り返り、学修した様々な知識について復習し、感想含めて14回授業終了後に作
品（課題）データ（e-ポートフォリオ）の提出を提出し、評価する。
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10％
学修到達目標

： 学修到達目標について評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
コーポレートブランドと製品ブランド（創成社）、ブランド論（ダイヤモンド社）デービッド・アーカー（著）、欧文書体（美術出版
社）、フォントのふしぎ（美術出版社）、配色＆カラーデザイン（デザインラボ） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日 3限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
コーポレートブランドデザイン（組織として
のブランドデザイン）について

①授業全体の概要説明を行い、学ぶべきポイントについて説明す
る。
②コーポレートブランドの事例をビジュアルとともに紹介し、コ
ミュニケーションデザインの役割や機能、
その影響について学ぶ。
③授業後半に「課題 1」の説明をおこなう。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

課題 1：自分が経営する（考える）ショップのブランドデザイ
ン
「ブランドロゴ」、「シンボルマーク」、「ショッピン
グバッグ」 他
①複数コンセプトを検討し、アイデアの展開をおこなう。
②世の中のブランド情報を調査・分析する。

第3回

課題制作 1

コンセプトの決定とアイデアの検討

①コンセプトを決定する。
②ブランドネーミングを検討する。
③複数のネーミングに対して、ブランドデザインのラフ案の検
討に入る。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第4回

課題制作 2

ブランドロゴデザインのブラッシュアップ

①ブランドロゴデザイン案を決定する。
②ブランドロゴデザインのブラッシュアップを行う。
（書体の基本を理解し、書体の種類や文字組み、字詰めについて
も学ぶ）
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第5回

課題制作 3

ブランドロゴデザインの完成

①ブランドロゴデザインの完成を目指す。
②ショッピングバッグと名刺のデザイン検討を進める。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

「課題 1」のテーマに沿って興味のあるコー
ポレートブランドについて独自に調査・研
究を行ってみる。また、そのブランドがどの
ようなコミュニケーションデザインに展開さ
れているかなど、関連のあるビジュアルを収
集しておく。

4時間

授業中に得た様々な情報をもとにアイデ
アの展開をおこなっておく。リサーチなど
が足りない場合には必要に応じて個々に実
施する。

4時間

次回授業までにブランドデザインのアイデ
ア展開を進める。

4時間

ブランドロゴ、シンボルマークのデザインブ
ラシアップを行うと同時に、ショッピング
バッグ、名刺のデザイン検討を進めておく。

4時間

ショッピングバッグと名刺の役割を考え、必
要な形状（形態）やグラフィック要素（ビ
ジュアル、カラー、素材など）について検
討を進めておく。

4時間

第6回

課題制作 4
ショッピングバッグと名刺デザインの展開
①ショッピングバッグと名刺のデザインアイデアの展
開を行う（ブランドロゴを効果的に扱う）
②それぞれのグラフィック要素（ビジュアル、カラーなど）につ
いても検討する。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

完成に向けて制作を進めておく。

4時間

第7回

課題制作 5

次回プレゼンテーションに向けて準備を行っ
ておく（プレゼンテーションのフォーマッ
ト使用） ショッピングバッグと名刺について
は実物に近い形で作品を完成させておく。

4時間

「課題 2」のテーマに沿ってリサー
チを行い、ブランド視点での発見や気づき
を調査書にまとめておく。

4時間

作品の完成とプレゼンテーションの準備

①ショッピングバッグと名刺のデザインのブラッシュアッ
プ後、完成を目指す。
②次回プレゼンテーションに向けての準備を進める。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。
第8回

課題１

作品発表会（プレゼンテーション）

①課題1の作品について、各自発表（プレゼンテーショ
ン）を行う（1人3分程度）
②制作物の実物を教室内に展示し、学生間で参考にする。
③課題2について説明を行う。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う
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第9回

課題 2：自分が考える団体や組織のブランドデザイン
「ブ
ランドロゴ」、「シンボルマーク」、「メンバーズカー
ド」他 団体・組織例：スポーツ、教育、医療、芸術文化 他
①授業外学修（リサーチ）からの発見や気づきを基に、アイデ
アを展開する。
②ブランドコンセプトをコンセプトシートを活用し、まとめる。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

第10回

課題制作1

コンセプトの絞り込みとアイデアの検討

①ブランドのコンセプトを決定する。
②ブランドネーミングの検討とロゴデザインアイデアの展
開を始める。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

授業で得た様々な情報をベースにアイデ
アの展開を行っておく。リサーチなどが足り
ない場合には必要に応じて個々に実施してお
く。

4時間

次回授業までに、ブランネーミング案を複数
検討しておく。

4時間

第11回

課題制作 2
ブランドコンセプトに基づいたブランドネーミ
ングの決定
①ブランドネーミングの決定を目指す。
②ブランドネーミング案に基づき、ロゴデザインアイデアの検
討に入る。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

ブランドロゴデザインについてついて具体
的に複数案検討しておく。

4時間

第12回

課題制作 3
ブランドロゴデザインの完成とステーショナ
リーとメンバーズカードの制作
①ブランドロゴのブラッシュアップをおこない、完成を目指す。
②ステーショナリーとメンバーズカードに対して、ブランドデザ
インを展開する。
③次回、作品プレゼンテーションに向けての準備を行う。
＊面談形式にて制作の進捗確認とアドバイスを行う。

次回プレゼンテーションの準備をする。

4時間

第13回

課題２ 作品発表会（プレゼンテーション）
①課題2の作品について、各自発表（プレゼンテーショ
ン）を行う（1人4分程度）
②制作物の実物を教室内に展示し、学生間で参考にする。

課題2のe-ポートフォリオを提出する。

4時間

第14回

課題２の作品講評と授業全体の振り返りとまとめ

授業を通じて、修学した内容を振り返り、次
年度に向けて整理しておく。

4時間

①課題2の作品について、個々に講評を行う。
②授業全体の振り返りとまとめを行い、修学内容の整理と確
認を行う。
＊最終の学修達成度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【GA】
松本文浩
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

3DCGデザイナーとしてコンシューマゲーム、映画・TV映像、VRコンテンツ、商業フィギュア原型
等の3D造形、3Dアニメーションとテクスチャ制作。（全14回）

授業概要
ゲームなどのコンテンツを制作する上で必要となる3Dモデリング、テクスチャー制作、リギング、アニメーションなどのワークフ
ローをMAYA、ZBrush、SubstancePainterを使って学ぶとともに、実際にゲームを開発する際に用いる「Unreal Engine4」も同時に扱います。
MAYAとUnreal Engine4の連携を学び、ゲーム開発の現場でのワークフローを想定したリアルタイム用のポリゴンモデリング、UV展開、テクス
チャー制作の基礎を学びます。
授業ではキャラクターと背景を制作し、Unreal Engine4に実装するまでを学習します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム開発、映像制作に必要な制作ソフ
トの基本操作の理解

Maya、ZBrush、SubstancePainterを使っ
て、指定した3DCGモデルを作成すること
ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ゲーム開発現場におけるワークフローの理解

MAYAとUnreal Engine4の連携、データ共有が
できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

新しく学んだ技術をどのように使用して、課
題を達成することができるかを計画し、実
行ができる。

2 ．DP6.行動・実践

目標とするデザイン、アートワークに沿っ
て3DCGモデルの制作ができる

3 ．DP9.役割理解・連携行動

各アプリケーションの特徴を理解し、連携す
ることで実践的なワークフローで作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わず「不可」とします。
以下に示すように、成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、受講状況等を総合的に見て評
価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の成果物と課題提出
60％
受講状況
30％
学習到達度
10％

： 各授業で行われる内容の理解度を測るため、それぞれの制作・提出された課題内容をもって評価し
ます。課題の未提出は減点対象とします。
： 各回授業への参加状況や、積極性（質問や制作への姿勢）、授業態度から総合的に判断します。
授業の参加者としてのリテラシーの高さも評価対象とします。
： 授業で学んだアプリケーションの技術習得とそれらを連携したワークフローが理解できているか
を評価します。

使用教科書
指定する
著者
ジェームス・ガーニー

タイトル
・

出版社

カラー&ライト ～リアリズムの
ための色彩と光の描き方 (日本
語)
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・ ボーンデジタル

出版年
・

2012 年
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参考文献等
講師による授業専用webサイト
Autodesk Maya トレーニングブック 第4版
ZBrushフィギュア制作の教科書
作りながら覚える Substance Painterの教科書
■UnrealEngine オンラインラーニングサイト
https://learn.unrealengine.com/home/dashboard

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修」に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時

場所：

メールで受け付けます。

備考・注意事項： 基本的に質問は以下のメールで受け付けます。
f.matsumoto@blinklab.me
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

【UnrealEngine】背景制作1 【Maya】キャラクター制作1
・授業ガイダンス
この授業ではキャラクターと背景を制作し、UnrealEngineに実
装するまでを目標とします。

背景とキャラクターの完成イメージを固めて
おく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

【UnrealEngine】背景制作1
・基本操作の復習
・地面の作成と実装
【Maya】キャラクター制作1
・キャラクターデザインについて
・モデリング準備
・完成までのワークフローの解説
第2回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作2
ラクター制作2
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作2
・木を作成する。
・木のディテール作成。

【Maya】キャ

【Maya】キャラクター制作2
・ヘッドモデリング Lv.1 ローメッシュ
第3回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】【SubstancePainter】背
景制作3 【Maya】【ZBrush】キャラクター制作3
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】【SubstancePainter】背景
制作3
・木のテクスチャを作成する。
・UnrealEngine4に実装する。
【Maya】キャラクター制作3
・ヘッドモデリング Lv.2 ミドルメッシュ
・Zbrushで微調整、ディテール作成

第4回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作4
ラクター制作4
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作4
・岩や地形を作成する。
・岩や地形のディテール作成。

【Maya】キャ

【Maya】【ZBrush】キャラクター制作4
・ヘアモデリング
・Zbrushで微調整、ディテール作成
第5回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】【SubstancePainter】背
景制作5 【Maya】【ZBrush】キャラクター制作5
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作5
・岩や地形のテクスチャを作成する。
・UnrealEngine4に岩や地形を実装する。
【Maya】【ZBrush】キャラクター制作5
・ボディモデリング Lv1.ローメッシュ

第6回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作6
ラクター制作6
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作6
・背景の中心となる構造物を制作する。
（余裕があれば周辺の構造物を制作する）

【Maya】キャ

【Maya】【ZBrush】キャラクター制作6
・ボディモデリング Lv2.ミドルメッシュ
・Zbrushで微調整、ディテール作成
第7回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】【SubstancePainter】背
景制作7 【Maya】キャラクター制作7
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作7
・背景の中心構造物のテクスチャ作成とUnrealEngine4への実
装。
【Maya】【ZBrush】キャラクター制作7
・ボディモデリング Lv2.ミドルメッシュ（続き）
・Zbrushで微調整、ディテール作成

第8回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作8
【ZBrush】キャラクター制作8

【Maya】
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【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作8
・背景の中心構造物のテクスチャ作成とUnrealEngine4への実
装。
【Maya】【ZBrush】キャラクター制作8
・服や小物の作成
・Zbrushで微調整、ディテール作成
・ヘッドやボディのUV展開
第9回

【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作9
【ZBrush】キャラクター制作9
【UnrealEngine】【ZBrush】【Maya】背景制作9
・草花、葉を作成する。

【Maya】

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

授業内容を完成させておく

4時間

【Maya】【ZBrush】キャラクター制作9
・服や小物の作成（続き）
・Zbrushで微調整、ディテール作成
・UV展開（続き）
第10回

【UnrealEngine】背景制作10 【Maya】キャラクター制作10
【UnrealEngine】背景制作10
・草花、葉をUnrealEngine4に実装する。
【Maya】【ZBrush】キャラクター制作9
・すべてのモデルのUV展開を完了する。

第11回

【UnrealEngine】背景制作11 【Maya】
【SubstancePainter】キャラクター制作11
【UnrealEngine】背景制作11
・風などの簡単なエフェクトを実装する。
【Maya】【SubstancePainter】キャラクター制作11
・作成したキャラクタをペイントする。

第12回

【UnrealEngine】【Maya】キャラクターにスケルトンを移植
・テクスチャまで作成したキャラクターにUnrealEngine4のスケ
ルトンを移植する。

授業内容を完成させておく

4時間

第13回

【UnrealEngine】【Maya】コンポジットとライティング
・キャラクターを含め、これまで作成したアセッ
トをUnrealEngineに実装する。
・UnrealEngine上でライティングとカメラを設定する

授業内容を完成させておく

4時間

第14回

【UnrealEngine】ムービー作成、まとめと合評
・UnrealEngine4のシーケンサーを使ってムービーを書き出す。

動画を書き出して授業終了までに提出

4時間

・ムービーの完成ファイルを提出する。
・ムービーをスクリーンに投影して合評を行う。
・期末ルーブリック判定＿課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習３【MD】
藤川亜美
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
Photoshop及びCLIP STUDIOを使用してのイラストレーション制作の実務経験有（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この授業では、デジタルイラスト制作の応用知識と技術を身につけ、今後の作品制作に役立たせることを目的とし、デジタルソフトで背景制
作を行う際の基礎から応用までを幅広く学ぶ。
木材・鉄・石をメインに、多くの家具や建材に使われる素材の質感の表現を学び、より豊かな彩色を追求する。パースに合わせたキャラク
ターの近距離・遠距離の描写方法など「なんとなく」で作画しがちな部分を正しく身につけ、机や椅子などの家具から自然物までをよりよ
く描けるようステップアップを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デジタルイラスト制作のより専門的な知
識や技能を身につける。

指定されたツールを用いてオリジナルイラス
トを完成させることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

線によるパースの表現、着色による質感・遠
近の表現を身につける。

透視図法（線表現）や空気遠近法（色表
現）を理解し、作品に活かすことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってキャラクターや構
図を考え、提案することができる。

2 ．DP6.行動・実践

学んできたことを振り返り、自己の課
題に活かすことができる。

3 ．DP7.完遂

常にクオリティアップを目指し、主体
的に取り組み、作品制作を行うことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
70％
受講状況

： 課題を正しく理解し必要な技法を習得したうえで作品制作が出来ているかどうか、10点満点で評
価する。提出遅れは減点とし、未提出が重なる場合には成績評価を行わない。試験期間中に提
出の課題を評価の対象とする。
： 各回のヒアリングによる進行度チェックにて、積極的に学習しようとしているかを評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
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4376
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められている。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は指定しない
が、各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限（13:10～14:50）

場所：

南館3F研究室2

備考・注意事項： 授業終了後および指定した時間に実習室または研究室で指導します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

質感を表現する
直方体を木材・鉄・石の三種に塗り分ける。
素材感を表現するためのレイヤーの重ね方や、ブラ
シの選び方・使い分けなどを学習する。

使用したブラシやレイヤーのモードをまと
め、次に活かせるようにする。

2時間

第2回

空・樹・地面を描く①／線画
空、樹、地面など主だった自然物を同じ画面上に描く。
線の質や色相彩度、描き込みの差など、全体的な統一感に注意し
ながら制作を行う。

作品の描き込みを行い、完成度を高める。

2時間

第3回

空・樹・地面を描く②／着色
自然物のならではの色ムラや、形の柔らかさに注目して作
画を進める。
遠景の葉は各自オリジナルのブラシを作り、他の作品にも活かせ
るようにする。
光源の方向や影の有無など、描写に齟齬がないかを意識しなが
ら丁寧に仕上げていく。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

2時間

第4回

椅子と机とキャラクターを描く①／ラフ

キャラクターデザインのアイデ
ア出し及び描き込みを行う。

2時間

パースの修正を行いながら描き込みを進め
る。

2時間

椅子に座ったオリジナルキャラクターを描く。
椅子の形は自由だが簡素すぎるものは避け、机を含めて見切れの
ないよう全体を描写する。
基本二点透視図法で問題ないが、必要ならば三点消失点を取るこ
と。
第5回

椅子と机とキャラクターを描く②／線画
背景線が目立つとキャラクターが埋もれてしまうため、背景
線はキャラクターよりも濃く・太くならないよう気を付けなが
ら作画を進める。

第6回

椅子と机とキャラクターを描く③／着色
これまでに学んだ質感の表現などを活かしながら着色を行う。
椅子や机におちる影までをしっかり描写する。

講評会に向け、作品の仕上げを行う。

2時間

第7回

椅子と机とキャラクターを描く④／仕上げ
余裕があれば背景までをデザインし、全体のクオリティを高め
る。
完成の後、講評会。
中間ルーブリックの実施、フィードバック。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

2時間

第8回

距離感のあるキャラクターを描く①／ラフ

距離感のあるキャラクターを描く時の注意
点を復習する。

2時間

キャラクターデザインのアイデ
ア出し及び描き込みを行う。

2時間

配布されたテンプレートに合わせて近距離、遠距離にいる二人以
上のキャラクターを描く。
パースを理解し、応用できる力を学ぶ。
第9回

距離感のあるキャラクターを描く②／線画
近距離のキャラクターの線は太く、遠距離のキャラク
ターの線は細くなど、距離感に合わせて線の質を変えて描写す
る。

第10回

距離感のあるキャラクターを描く③／着色
余裕があれば背景までをデザインし、全体のクオリティを高め
る。
完成の後、講評会。

講評会での評価を受け、反省点を復習する。

2時間

第11回

質感の表現、自然物、人工物、キャラクターを含む一枚
絵①／ラフ
これまでの課題で学んだことを活かし、質感の表現／自然
物（木や観葉植物など）／人工物（建物や家具など）／キャラク
ター（パースに合った配置やポーズを意識する）を全て含む一枚
絵を制作する。

参考にしたい建物の外観の写真の収集や撮
影を行う。

2時間

第12回

質感の表現、自然物、人工物、キャラクターを含む一枚
絵②／線画
パースはもとより、サイズ感や配置など全体的なバラン
スに気を付けながら線画を進める。

些細な凹凸などの細かいディティー
ルも描き込んでいく。

2時間

第13回

質感の表現、自然物、人工物、キャラクターを含む一枚
絵③／着色
すべてを均一に塗るのではなく、メインは何か・距離感はどうか
を考えながら、濃淡や明暗を塗り分けていく。

講評会に向け、作品の仕上げを行う。

2時間

第14回

質感の表現、自然物、人工物、キャラクターを含む一枚
絵④／仕上げ
細部まで丁寧に仕上げ、オリジナリティと完成度を備えた作品制
作を目指す。
完成の後、講評会。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）。

授業全体を振り返り、学んだ技術を復習す
る。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習３【MD】
中根友美
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
クリップスタジオを使用したマンガ制作・連載の実務経験有り。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
デジタルマンガ制作ソフト「クリップスタジオ」を使用して、プロとして通用する完成度の高いモノクロマンガ制作に必要な技法を習得す
る。この授業で制作するマンガは左へ進行する冊子形態の、日本における従来の形式のマンガである。必要なパース定規をはじめ、ベクターレ
イヤーやトーン変形などを使用した背景作画方法を復習し、モノクロ漫画制作を通してパース感のある立体的な背景を描けるよう技術向上を目
指す。また課題のテーマに沿ったマンガを制作し、モノクロ漫画における料理や食事シーンの描写力向上、情報量の多いモノクロ漫画ペー
ジを制作し、見栄えのする見開きページが描けるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

クリップスタジオでのデジタルマンガ制作方
法を理解し、マンガ制作において必要な技
法を身に着ける。

仕事として通用するマンガ制作が出来るよう
になる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってストー
リーを考え、期限内にマンガを完成出来る計
画性をもつ。

2 ．DP6.行動・実践

決められた時間内に、効果的な手順や技
術の選択・工夫が出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
40％
ツールの理解

： 作品の提出の有無、授業内に提示された課題に則って制作されているか。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： デジタルイラストソフトの使い方を正しく理解し、使いこなせているか。

30％
受講態度
30％

： 積極的に学習しているか、講評に積極的に参加しているかを評価する。私語や携帯電話の使用な
ど、授業の妨げになる行為は減点対象となる。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

菅野博之

・

漫々快々プラス

・ 美術出版社

椎名見早子

・

CLIP STUDIO PAINTで描く背景講 ・ 廣済堂マンガ工房
座 デジタルパース塾

出版年
・

2014 年

・

2018 年

参考文献等
CLIP STUDIOPAINTEX公式ガイドブック/株式会社セルシス/MdN/2018 ・ 石ノ森章太郎のマンガ家入門/石ノ森章太郎/秋田文庫/1998 ・
飛呂彦の漫画術/荒木飛呂彦/集英社/2015年 ・ リドル×ドリル 小池一夫のキャラクターメソッド/小池 一夫/2016年

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は『CLIP
STUDIOPAINTEX公式ガイドブック』を使用する。各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:10～14:50

場所：

南館3階 研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

パース定規の復習
clipstudioでパース定規を使った背景の制作方法を復習する。
用意された写真をもとに作画を行う。

復習を行い、次回課題の資料を集める。

4時間

第２回

背景を描くマンガ/①プロット・ネーム・下書き

次回線画に入れるようにプロット、ネー
ム、下書きを完成させておく。

4時間

キャラのペン入れを完成させ、背景の作
画を進行させておく。

4時間

次回の授業で完成できるよう課題制作を進め
る。

4時間

合評の内容を復習し、次回の制作に活かせる
ようにする。 テーマ「おもちゃ」に沿う資
料を集める。

4時間

次回線画に入れるようにプロット、ネー
ムを完成させておく。

4時間

家から大阪成蹊大学までの道程のマンガを制作する。
プロット（話の流れを文字で書き起こす）を元にネーム（コ
マ割りや絵を加えた、マンガ全体の設計図のようなも
の）を作り、マンガの下書きを行う。
第３回

背景を描くマンガ/②ペン入れ
下書きをもとにキャラや背景にペンを入れていく。

第４回

背景を描くマンガ/③背景・仕上げ
引き続き背景のペン入れを行い、トーンや効果線、擬音など
を描く。

第５回

背景を描くマンガ/④仕上げ・合評
仕上げをして作品の完成度を高める。
講評会を行う。

第６回

２ｐマンガ：テーマ「おもちゃ」/①プロット・ネーム
テーマ「おもちゃ」に沿った見開き２ｐ分のマンガを制作する。
２ｐで完結しなくても構わないが、ストーリーやキャラの性
格が分かるように構成すること。
資料を集めてストーリーを考え、プロット、ネームを制作する。

第７回

２ｐマンガ：テーマ「おもちゃ」/②下書き
ネームを元にマンガの下書きを行う。

下書きを完成させておく。

4時間

第８回

２ｐマンガ：テーマ「おもちゃ」/③ペン入れ
下書きをもとにキャラや背景にペンを入れていく。

キャラのペン入れを完成させておく。

4時間

第９回

２ｐマンガ：テーマ「おもちゃ」/④仕上げ・完成

次回の授業で完成できるよう課題制作を進め
る。

4時間

制作を進める上で上手くいかなかったところ
をまとめ、対策を考える。

4時間

次回線画に入れるようにプロット、ネー
ム、下書きを完成させておく。

4時間

キャラのペン入れを完成させ、背景の作
画を進行させておく。

4時間

次回の授業で完成できるよう課題制作を進め
る。

4時間

合評の内容を復習し、自身の制作に活かす。

4時間

仕上げをして作品の完成度を高める。
第10回

２ｐマンガ：テーマ「おもちゃ」/⑤合評
講評会を行う。作品成果発表を行い、課題の振り返りを行う。

第11回

見開きマンガ/①プロット・ネーム・下書き
見開き２ｐで、左右つながった見開きコマのあるマンガを作成す
る。
ストーリー漫画を作成するにおいて、見開きは最も派手なシー
ンや重要なシーンが描かれる。手を込ませた絵になるよう心
掛け、構成を考える。
前後にある話を想定しつつ、見開きシーンを考える。
プロット、ネームを制作し、下書きを描く。

第12回

見開きマンガ/②ペン入れ
下書きをもとにキャラや背景にペンを入れていく。

第13回

見開きマンガ/③仕上げ・完成
引き続き背景のペン入れを行い、トーンや効果線、擬音など
を描く。
アンケートを行う。

第14回

見開きマンガ/④合評
講評会を行う。発表内容の精度を高める。授業全
体を振り返り、自己の課題を明確にする。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習４【IA】
津田やよい
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

該当する
画家として活動のほか、企業との画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
描く対象、画家、支持体の関係は常に循環していなければなりません。描く対象をどのように見るか、見たものをのどのように画面に表現する
のか。絵画の表現様式は時代の思潮とともに変遷し、さまざまな表現様式や技法が現れましたが、描画材の組成、絵画体系についてはどうなん
おか。
この授業では絵画制作以外に、絵画の支持体を１から製作し、昔日の絵具や媒剤の組成について研究していきます。様々な描画材の特性を知る
とともに、制作を通して、絵画技法材料の習熟を深め、造形意識の拡大を図ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

昔日の絵画表現を、理解し習得する

先人たちがどのように絵画を制作してきたの
か研究し、自分の制作にいかすことができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

絵画理論、材料学を理解し習得する。

絵画体系、組成を理解し、応用し表現するこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

制作時、合評会でも作品発表を通じ、自
分の作品を客観的に振り返り、課題の発見が
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

プロポーザル、制作スケジュールを掲げ、制
作を進行
していくことができる。

3 ．DP6.行動・実践

作品制作に必要な資料の収集や、実験的な制
作を自主的に行うことができる。

4 ．DP7.完遂

目標到達のために作品を最後まで責任をもっ
て完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 絵画制作に関する知識の理解、制作技術、表現力について評価する
40％

受講態度
40％
プレゼンテーション

： 主体的かつ情熱を持って課題に取り組み、創意工夫しようとする姿勢や、課題の規則や提出期
限を厳守し、真面目に完遂する姿勢を評価する。
： 作品のコンセプトについて、他者に正確かつ魅力的に伝える力を評価する。

10％
学修到達度

： 課題ごとに目標を設定し、目標に到達できたか、振り返りシートを利用て確認し、評価する。
10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
参考資料は課題ごとに適宜配布。絵画制作入門～描く人のための理論と実践（東京藝術大学出版会）佐藤一郎著に目をとおしておくことを薦め
る。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日13:10~14:50

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業中、授業前後にも質問は受け付けるが、個別に質問がある場合は事前にアポイントを取ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス/支持体自製実習～目止め/媒剤の下準備
授業全体のガイダンス、学修到達目標について、この授業の学び
と養われる力を説明します。
その後に、油画のための支持体、媒剤の自製準備を行います。
①キャンバスの自製：木枠に生麻布張り込み、目止め
②白亜地の自製：パネルを目止め、綿布の張り込み
③媒剤の自製；ペインティングオイル自製のための油の精製

製造行程の復習。

2時間

第2回

支持体実習～地塗り塗料塗布/媒材の自製
①キャンバスの自製：木枠に生麻布張り込み、目止めした布に自
製したエマルション塗料を塗布していきます。
②白亜地の自製：パネルを目止め、張り込んだ綿布に水自製し
た白色水性塗料を塗布していきます。
③媒剤の自製；自製した油を描画用に調合していきます。

製造行程の復習、次課題の資料収集。

2時間

第3回

名作模写①－１ 名作を模写するための準備、体系研究
自製した支持体と媒剤を利用し、油画制作を行います。
ここでは昔日の油画作品を１点選択し、先人画家の絵画体系につ
いて文献などを読み解き、再現模写を行い、絵画体系について研
究していきます。選定した作品以外の作品（同じ作家、同時
代の作家）はどのような絵画体系であったか、使用した絵具、使
用した道具についても調査し、自分の描き方と同じところもあれ
ば違う点もあることなど、すべて記録していきます。

授業時間外の制作、研究も求める。

2時間

第4回

名作模写①－２ 模写導入～制作
作業工程を入念に計画し、一層一層丁寧に重ね、検証していきま
す。発見や失敗した箇所など研究ノートに記録していきましょ
う。
制作中、個別または全体に指導に入ります。

授業時間外の制作、研究も求める。

2時間

第5回

名作模写①－３制作～完成へ

完成にむけての制作、プレゼンテーション準
備、回課題準備、

2時間

模写作品の完成に向かいます。授業時間内に合評会も行います。
第6回

油絵具と水彩絵具についての研究 ～撮影した風景/人
物を描く～①－１
前期より油絵具で制作をつづけてきましたが、この授業では実
際に油絵具と水彩絵具（透明、不透明、アクリル絵具）につい
て比較研究していきます。これまで、油画で習得したグリザイ
ユ技法、グレーズ、スカンブル、ソリッドにみる重層構造。
これらは水彩絵具ではできないのか。今回はアクリル絵具とアク
リル絵具用媒剤を用いてキャンバス/紙に制作していきます。
・油絵具の短所と長所、水彩絵具の短所と長所について
・同じ描法が可能かどうかの実地研究
人物or風景をどのように作品に起こすかエスキースを行う。

課題を完成にむけて制作を求める

2時間

第7回

水彩絵具とアクリル絵具～撮影した風景/人物を描く～①－２
キャンバス/紙にアクリル絵具を使用した人物or風景画の制
作を行います。制作中は個別に指導にはいります。

課題を完成にむけて制作を求める

2時間

第8回

水彩絵具とアクリル絵具～撮影した風景/人
物を描く～①－３ 制作、合評会
作品完成、合評会を実施します。作品制作については技法材
料の観点からもディスカッションしていきます。
合評会後、中間学修到達達成度を確認します。

合評会の準備

2時間

第9回

市販絵具組成について
この授業では、実際に絵具工場に行き、絵具の製造現場を見学し
ます。
ホルベイン工業技術部 「改訂版 絵具の科学」に目を通してお
きましょう

次の課題に向けてのプロポーザル作成

2時間

第10回

自分の作品を描く～大作に挑む①－１ プロポーザル発表
これまで描画材の研究をつんできたことの集大成とて、自分で作
品をサイズを決め、自由なテーマで制作していきます。
この授業では、自分の作品について作成してきたプロポーザ
ルを発表し、互いに検証し、本制作に入る前に、再考していきま
す。

授業時間外の課題制作を求める。

2時間

第11回

自分の作品を描く～大作に挑む①－２ 制作に入る
サイズを決め、エスキースが仕上がり、制作スケジュー
ルを決め、本制作に入ります。制作については日誌をつけるこ
と。
制作中は個別、または全体に指導にはいります。

授業時間外の課題制作を求める。

2時間

第12回

自分の作品を描く～大作に挑む①－３ 制作つづき
制作の続きを行い、授業の最後に途中経過として、中間合評を実
施します。制作については日誌をつけること。
制作中は個別、または全体に指導にはいります。

授業時間外の課題制作を求める。

2時間
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制作記録のまとめ
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第13回

第14

自分の作品を描く～大作に挑む①－４ 制作つづき
作品の完成に向かい、制作の続きを行います。制作については日
誌をつけること。
制作中は個別、または全体に指導にはいります。
1回プレゼンテーション、講評
自由課題作品のプレゼンテーションを行い、学生間の意見交
換、教員による講評を行い、
授業全体の振り返りと、学修目標到達度の確認を行います。
講評会終了後、作品はeポートフォリにアップしていきます。
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授業時間外の課題制作を求める。

2時間

プレゼンテーション準備、作品の完成

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【IA】
奥田一明
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

「2001山口きらら博」マスコットキャラクター 「富山県射水市」ブランドマーク 「ゴンチャロフ」 「ビ
アンクール」 「ショコラヴィミ」 「バイソン」ほか多くのパッケージデザインとそれに関わるイラス
トやキャラクター。（全14回担当）

授業概要
グッズ制作を中心に授業を進めます。手作りグッズを通して各自のオリジナルキャラクターの本質を探ります。手描き・コンピューター等各
自の得意とする技法でオリジナルキャラクターを仕上げてグッズ（手作り）展開します。グッズのダミー（＝カンプ）を制作する事で実際に市
販されているモノに目を向け、デザインのポイントとキャラクターの見せ方を研究します。多様な素材やメディアに挑戦し、色々なグッズを手
作りする事で知識と経験を増やします。計画的に進めると期末には、充実したポートフォリオのエレメントが揃うはずです。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

オンリーワンのオリジナルキャラクターとオ
リジナルグッズ制作のノウハウを習得。デザ
イン制作に必要なデジタルアプリケーション
ソフ
ト「Illustrator」と「Photoshop」の、さら
なる技術の習得。

アイデアは形にしないと実態が無いので意
味が無い。自己満足で終わる。市場に出てい
る様々なグッズやメディアを研究し具現化す
るスキルを養う。業界ではアイデアを商品
化される事で価値を産む。想像を創造に変え
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

限られた時間内に、作品を完成させる体質
作りと作品を展開する能力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
総合的に評価をします。
原則として毎回出席する事。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価はしません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度・取組姿勢・積極性
16％

： 社会に出るとデザイン業はプロジェクトで進行し 報告・連絡・相談が重要になります。チー
ムの和を乱さない意味からも授業中の態度、積極性、協調性、取組む姿勢、単純な事務的指示がこ
なせるか判断します。

独自性・デザインセンス・発想力・展 ： 創造的才能・デザイナーとして根本的に必要なデザインセンス（資質）・ほかのひととは違う独
開力・纏める力
自の個性・アイデアを具現化する能力があるか判断します。
34％
PC能力・仕上げの丁寧さ・作品量
22％
スケジュール感覚・粘り強さ・集中
力・理解力
20％
プレゼン能力
8％

： 自分の作品に愛情を持ち仕上げているか。色や形など細かなディテールに、満足がいくまでこだわ
りを持ち粘り強く作っているか（または、作り直せているか）。作品のボリュームが十分なされて
いるか、判断します。
： 締め切り日に提出出来なければ、最初から何もしなかった事と同じ。指定した期日に、指定した課
題がきちんと提出出来るか、その能力や体質を判断します。
※15回の授業終了後に期末レポート提出。
： 自分の言葉でプレゼンテーション出来れば良い。制作意図・思いが伝わり、尚かつ話に惹き付けら
れる魅力あるプレゼンテーションか、あるいはそれに相当する努力が感じられるか判断します。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をする事。各自の発想・個性を重
視し、得意分野のキャラクターを制作します。キャラクターが好きである事が重要です。
演習が基本ですが、先ずどの様なキャラクターが存在するかを体系的に学びます。それにより各自が作るキャラクターがどの位置に存在するか
を確認し、その役目を考えながら方向性を決めて制作を進めます。
手を動かす事が肝要です。後々後悔のないよう、授業時間外に積極的かつ早めに制作を進めてください。各自の作品をベストな方向に持っ
て行くポイントは授業中にアドバイスします。新たな発見があるはずです。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室・Eメール

備考・注意事項： 疑問に思うこと、解らないことが有れば何時でも聞いてください。授業外ではEメールで質問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

●自己紹介 ●期中学習内容・指定課題・スケジュールの説
明 ●統一テーマの決定

○自己紹介で各自の好きな物や事、興味のある物や事を聞く。こ
れが個性あるオリジナル制作に役立ち、繋がる。
○オリエンテーション。制作のコツ・キャラクターの体系分
類を学習・期中の学習内容や期末に提出する下記指定課
題①～⑤およびスケジュールの説明など。
○指定課題 ①企画書 ②-A缶バッジ（台紙を含む） ②-Bスク
エアメモ帳or一筆箋 ②-C自由帳orぬり絵帳orスケジュー
ル帳or日記帳 ②-Cショッパーorプチバッグorモチーフ型ボック
ス ②-Eクリアファイル ③オリジナル手作りグッ
ズ ④少し変わった名刺 ⑤ポートフォリオ。以上について、サ
イズや数量など具体的な説明をする。
○統一テーマを決定する。
第2回

●各自が制作するオリジナルキャラクターの方向性を個別に相
談 ●各種デザイン用テンプレートデータを配布 ●指定課
題②缶バッジの制作ポイントを説明

○キャラクターには、ゆるキャラ・ファンシーキャラクター・商
品のためのキャラクターなどなど様々の系統がある。各自が期
中に制作したいと思うキャラクターの方向性を個別に相談し、制
作を進行していく。
○各種デザイン用テンプレートデータ及び缶バッジのデザイン版
下用テンプレートデータを配布し、制作ポイントを説明。
プチバッグ・ミニブック・ブロックメモ帳・自由帳などのデザイ
ン用テンプレートデータも配布するので、制作に役立たせる。
○指定課題②缶バッジの制作ポイントを説明。
○各自指定課題制作進行。

自分が作りたいキャラクターが社
会に何を訴え・何が出来るかを考える。自
分が作るキャラクターが体系のどの位置にあ
るか解ると制作し易くなる。それらを踏ま
え、期中の見通しを立てる。

2時間

各自、今まで描いて来た得意なキャラク
ターや新たに挑戦したいキャラクターがある
と思う。描き慣れた得意なキャラクターを発
展させ磨きをかけるのも良いし、過去に描い
た事のないキャラクターに挑戦するの
も良い。サムネール～アイデアスケッチをひ
とつでも多くのバリエーションを描いてお
く。テンプレートを配布するのでUSBメモ
リーを持参する。配布したデザイン用テンプ
レートデータに、各自制作したオリジナル
キャラクターを配置・デザインを進める。

2時間

第3回

●指定課題②-A ②-B ②-C ②-D ②-Eを説明／指定課題③オリ
ジナル手作りグッズのアイテムを提案 ●デジタル版
下の作り方とソリューショ
ン＜Illustrator＞編・＜Photoshop＞編 1回目
○指定課題③手作りが出来るグッズアイテムを具体的に提
案。缶バッジ・ブロックメモ帳・プチバッグ・モチーフ型ボック
ス・ミニブック・マスキングテープ・クリアファイル・ショッ
パーなど。
○編集ソフトである＜Illustrator＞の基本的なデー
タの作り方やスマートな版下データの作り方を実習。解らない操
作が有れば問題解決する。ラフプレゼンテーションなど
の際はPDFファイルに仕上げスクリーンで行うが、その方法はこ
の時に教える。
○＜Illustrator＞実践で出稿データとして使えるデー
タの作り方を学ぶ。この日は缶バッジの版下を一か
ら作る。缶バッジの版下作成のほか、指定課題の制作に生か
す。また、イラレでのキャラク
ターの描き方・描く時に役に立つポイントを教える。手描き原
画の良さは大いにあるが、そこに留まらずグッズなどに展開す
る事で、手描きとデジタルの両方を使いこなせば大きなスキルに
なる。
○＜Photoshop＞ソフトの基本的なデータの作り方やスマー
トな版下データの作り方を学習。解らない操作が有れば質疑応
答・問題解決する。フォトショでのキャラクターの仕上げ方・仕
上げる時に役に立つポイントを教える。以上、学習に必要なプリ
ント
を配布。

グッズ制作を前提に＜Illustrator＞ソフ
トと＜Photoshop＞ソフトを予習しておく。疑
問に思う事や、解決出来ない操作があるはず
なので、質問事項を用意しておく。

2時間

第4回

●デジタル版下の作り方とソリューショ
ン＜Illustrator＞編・＜Photoshop＞編 2回目

グッズ制作のデータ作りを前
提に＜Photoshop＞ソフトを予習しておく。疑
問に思う事や、解決出来ない操作があるはず
なので、質問事項を用意しておく。

2時間

○第3回目の授業で残った＜Photoshop＞ソフトの基本的なデー
タの作り方やスマートな版下データの作り方の続きを学習。解ら
ない操作が有れば質疑応答・問題解決する。
○各自が制作するオリジナルキャラクターの方向性を相談し決
定する。
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第5回

●指定課題①企画書提出 ●ラフプレゼンテーション
評 ●ブレインストーミング

●合

○指定課題①企画書を出力とPDFファイルで提出。キャラクター
ラフスケッチをPDF連続ページ単一ファイルに仕上げ、スクリー
ンで発表。上手くなくても良いので自分の言葉でプレゼンテー
ションする事が大切である。
他人のラフを見て、考え方や方向性を聞く事で、クリエイターと
して刺激を貰えるはず。プレゼンテーションは発信する側も受
信する側も重要な機会と捉えて欲しい。
○クラスメイト相互でコメント。
○時間があれば、テーブルごとにブレインストーミングをする。
○その後、個別に制作物相談、各自指定課題制作進行。
第6回

●指定課題②-A手作りグッズ＜缶バッジ＞の版下データチェッ
クと修正
○オリジナルキャラクターを配置した缶バッジ版下デー
タをチェック。スマートに仕上がっていない版下データは、具体
的にアドバイスするので授業中に修正する。何処に出しても恥ず
かしくない版下データの作り方をマスターする。
※マグカップなど缶バッジ以外のグッズを本格的に作りたけれ
ば、各自専門業者に依頼しても良い。希望者は自主的に版下デー
タを制作、希望ならそのデータをチェックさせてもらう。版
下データ制作とデータチェックはこの日に限らない。

第7回

●指定課題②-A手作りグッズ＜缶バッジ＞制作実習―マシン仕
上げ
○缶バッジマシンを使い缶バッジ制作
○出来上がった缶バッジにセットする台紙のデザインも進行す
る事。
○その後、各自指定課題制作進行。

第8回

●指定課題②-B手作りグッズ＜スクエアメモ帳or一筆箋＞制作
実習

○各自制作したキャラクターで、ブロックメモ帳または一筆箋の
どちらかひとつを選択し制作する。作り方は、この日デモンスト
レーションをする。
第9回

●指定課題②-C手作りグッズ＜自由帳orぬり絵帳orスケジュー
ル帳or日記帳＞レイアウトチェック(データ) ●②-E手
作りグッズ＜クリアファイル＞レイアウトチェック(データ)

○各自制作したオリジナルキャラクターを使い、自由帳・ぬり絵
帳・スケジュール帳・日記帳のいずれかひとつを選択し、制作す
る。本文（ほんもん）は中綴じまたは無線綴じ。表紙はソフトカ
バーのほか、板紙を使ったドイツ装またはハードカ
バーの作り方を紹介する。しかけ絵本など試作実験的な要
素を含んでも可。
この日は、デザインやレイアウトのチェックと制作進行。
○クリアファイルのレイアウトチェックと制作進行。こ
の日に限らず研究室のプリンターを使い出力するので、必ず担当
助手のスケジュールを聞き、指示のもと仕上げる
第10回

●指定課題②-C手作りグッズ＜自由帳orぬり絵帳orスケジュー
ル帳or日記帳＞制作実習―製本仕上げ

○この日は、仕上げの作業をする。制作スキルは、ポートフォリ
オ制作にも役立たせる。
第11回

指定課題②-D手作りグッズ＜ショッパーorプチバッグorモチー
フ型ボックス＞制作実習―立体仕上げ

○各自制作したオリジナルキャラクターを使い、ショッパー・プ
チバッグ・モチーフ型ボックスのいずれかひとつを選択し、制
作する。
作り方は、この日デモンストレーションをする。

各自、プレゼンテーションがスムースに進む
ようにアイデア・ラフ・資料をPDFファイ
ルに仕上げ、発表内容をまとめてプレゼン
テーションの練習をしておく。

2時間

渡した缶バッジのデザイン版下用テンプレー
トデータのレイヤーを保持し、各自自主
的にデータ作りを進行。

2時間

仕上げた缶バッジのデザインをプリントアウ
トして持参する。この日、プリントアウト持
参は必須。

2時間

事前に渡しておいたデザイン版下用テンプ
レートデータに、各自制作したオリジナル
キャラクターを配置・デザインを仕上げ、プ
リントアウトして持参する。この日、プリン
トアウト持参は必須。必要な道具を指示する
ので各自持参する。

2時間

事前に渡しておいたデザイン用テンプレート
データに、各自制作したオリジナルキャラク
ターを配置・デザインをしておく。
文
字の大きさやレイアウトなどを確認するた
め、１ページでもよいのでプリントアウトし
て持参する。次週の授業までの課題をアドバ
イス。

2時間

事前に渡しておいたデザイン用テンプレート
データに、各自制作したオリジナルキャラク
ターを配置・デザインを仕上げ、プリントア
ウトして持参する。この日、プリントアウ
トは必須。次週の授業までの課題のアドバイ
スをする。

2時間

事前に渡しておいたデザイン用テンプレート
データに、各自制作したオリジナルキャラク
ターを配置・デザインし、プリントアウトし
て持参する。この日、プリントアウト持
参は必須。必要な道具も指示するので各自持
参する。次週の授業までの課題をアドバイ
ス。

2時間

第12回

●指定課題③のオリジナル手作りグッズを、各自１点以上自
由に選択し制作→チェック(データ) ④少し変わった名刺
チェック(データ) ⑤ポートフォリオのフォーマットを相
談(データ)
○指定課題②ポスター・缶バッジ（台紙を含む）③手作りグッ
ズのアイテムバリエーション④名刺、以上②～④についてチェッ
クする。途中過程でも可。
○指定課題⑤ポートフォリオのフォーマットを具体的に相談す
る。先ずは各自が考えたフォーマットを提案してもらう。
こちらが作ったポートフォリオのハードカバー表誌・本文レイア
ウト案や表現の仕方も提案するので応用し、各自の制作に役立た
せる。
○最終日の提出物について提出方法などについて詳しく説明す
る。
○その後、各自指定課題制作進行。

こちらが提案したポートフォリオ案を参
考に展開・レイアウトを進めておく。次
週の授業までの課題を個別にアドバイス。

2時間

第13回

●知的財産権(著作権)について学習 ●指定課題缶③オリジナ
ル手作りグッズ制作 ●④少し変わった名刺制作 ●⑤ポート
フォリオをチェック(データ) ●ほかチェック

指定課題、特にポートフォリオの完
成に向けて進行しておく。最終日の提出
物の準備を進めておく。

2時間
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○デザイナーなら関わらざるを得ない知的財産権(著作権)につい
て、基本的な内容を学習する。
○制作途中でも可、成果物の最終チェックをする。指定課
題②-A缶バッジ（台紙を含む）②-Bスクエアメモ帳or一筆箋
②-C自由帳orぬり絵帳orスケジュール帳or日記帳 ②-Dショッ
パーorプチバッグorモチーフ型ボックス ②-Eクリアファイ
ル ③オリジナル手作りグッズ ④名刺 ⑤ポートフォリ
オを個々にチェックし、より良い方向に向けてアドバイスする。
○その後、各自完成に向けて制作進行。
第14回

●プレゼンテーション ●合評 ●指定課題① ②-A -Bのイラレ
データと配置画像 ②-C -D -E ③ ④ ⑤をPDFファイルで提
出（学修成果の可視化）●⑤製本済みポートフォリオ提出 ●内
覧会 ●少し変わった名刺の交換会
○ポートフォリオをPDFファイルでスクリーンに映しプレゼン
テーション。メーカーや代理店などにプレゼンテーションする気
持ちで臨む。各自のプレゼンテーション後、今後トライするべ
き事項をアドバイス。
○クラスメイト相互でコメント。
□奥田用に指定課題①～⑤の各種データファイルと配置画像ファ
イルを提出 □奥田用に⑤のポートフォリオをPDFデータファイ
ルと製本して提出 □学修成果の可視化＝大学用にポートフォリ
オをPDFデータで提出。
□最終提出物の〆切・提出方法の詳細は事前に説明する。
○クラスで内覧会をするので、全ての指定課題を完成させてこ
の合評日当日に持参する。
○総括
○各自 少し変わった名刺交換・作品交換会
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最終回のプレゼンテーションに向けて各自発
表内容をイメージし、整理しておく。全て
の指定課題を完成させる。最終回の授業まで
の課題を個別にアドバイス。

2時間
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造形芸術専門基幹演習３【VD】

授業科目名

姜尚均

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
グラフィックデザイナーとしての自分の展覧会を想定したポスターを制作します。人々に伝えるための、コミュニケーションの表現方法やレイ
アウトを研究し、自分のメッセージや可能性を制作実習を通して実験していきます。自分自身をよく研究し、将来の進路や方向性を考えなが
ら課題と向き合ってください。必要に応じ、課題制作の中にアプリケーション（Adobe Illustrator,Adobe Photoshop）を用いたDTPスキ
ルのアップを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

グラフィックデザインの専門知識

広告デザイン、Webデザインでの視覚伝達学
習について、コンピューターや写真、印
刷、色彩などの多様な分野の専門知識が理
解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門技術

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）し、ビジュアルデザイ
ン制作することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる

3 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ、チーム活動の内容を理
解し主体的に取り組むことができる

4 ．DP7.完遂

チーム活動の内容を理解し、主体
的に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合
個人評価

評価の基準

企画アイデア

： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
50％
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： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
10％

学修到達目標

： 学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なるほどデザイン 発行先：エムディエヌコーポレーション、デザインのデザイン 発行先：岩波書店、デザインマネジメント 発行先：日
経BP社、GRAPHIC DESIGN THEORY グラフィックデザイナーたちの〈理論〉 発行先：ビー・エヌ・エヌ新社、造形思考(上・下) 発行先：誠文
堂新光社、ノンデザイナーズ・デザインブック 発行先：マイナビ出版、ggg Books （スリージーブックス 世界のグラフィックデザインシ
リーズ）出版社: トランスアート、亀倉雄策、佐藤 晃一 、田中 一光 、浅葉克己、佐藤卓、 佐藤 可士和、原 研哉、松永 真、副田 高行 な
ど。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： ※事前にアポイントを取ること。
kang@osaka-seikei.ac.jp （Eメール件名としては「演習7について（氏名、学籍番号）とすること。）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「ポスターA」／学修到達目標について説明
個展のポスター（サイズ：B1）を制作します。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

自分の作品を集めて、ポートフォリオの準備

6時間

第2回

近作プレゼンテーション&自己紹介カードを提出

教員よりアドバイスをうけたラフ案と資
料を集めてください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容をカンプ制
作に反映してください。

6時間

決まった案に対して、カンプ制作を行ってく
ださい。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。

6時間

個別ミーテング、個展の方向性を決めます。
第3回

ラフデザイン&資料チェック
個別チェック。案決定。

第4回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A4サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP演習（必要に応じて）

第5回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A3サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP指導（必要に応じて）

第6回

制作チェック＆DTP指導
個別チェック、DTP制作指導

第7回

制作チェック＆プレゼンテーション準備
個別チェック、DTP、入稿データの制作指導

第8回

全体講評：プレゼンテーション、課題B「ポスターB」説明／
【中間】学修到達度の確認
講評を受けて自身で振り返る。課題B：個展のポスター（サイ
ズ：B1）を制作します。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。課題B資料準備

6時間

第9回

資料チェック&企画書配布

教員よりアドバイスをうけたラフ案と資
料を集めてください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容をカンプ制
作に反映してください。

6時間

決まった案に対して、カンプ制作を行ってく
ださい。

6時間

教員よりアドバイスをうけたカンプ案の修正
作業を行ってください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた修正内容を反
映し、講評の準備を進めてください。

6時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。

6時間

個別ミーテング、個展の方向性を決めます。
第10回

ラフデザイン&資料チェック
個別チェック。案決定。

第11回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A4サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP演習（必要に応じて）

第12回

カンプチェック&制作指導
全体、カンプ（A3サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP指導（必要に応じて）

第13回

制作チェック＆プレゼンテーション準備
個別チェック、DTP、入稿データの制作指導

第14回

全体講評：プレゼンテーション／【最終】学修到達度の確認
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【MD】
漆崎憲介
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

デザイナー、アートディレクターとしては日本の代表的な広告賞として知られる「日本雑誌広告賞受賞」「朝
日広告賞受賞」「電通広告賞受賞」「経済産業大臣賞受賞」受賞 、海外でも「Times Asia －Pacific
Advertising Awards」を受賞され、高い専門的能力を実証されている。

授業概要
クリエイティブ業界での動画需要は近年増加傾向にあり
TV、CM、映画にとどまらず、Web動画、電車内のモニター、デジタルサイネージ、
5Gの到来やスマホのスペック向上により、動画・映像が必要とされる場面が増えているため
あらゆるクリエイターに動画の知識が求められています。
動画需要が高まっている現場で活躍するプロの視点から幅広く指導を頂きながら、
動画の素材作り、編集、公開まで動画制作の一連の流れを養う基礎講義。
Web上での作品の公開にむけた課題演習に取り組み、
学外での評価を受ける機会を設けます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

動画の知識を高め、ソフトウェアの操作を理
解する。

動画の技術力を高め、表現したい
ものを実現するデジタルスキルを身につけ
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

アイデアを形にするために制作プロセスを工
夫できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
70％
制作プロセス

： 動画の原理を理解し、作品が制作できたか。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 動画制作、デジタル編集のプロセスを理解し、制作手順を工夫することができたか。

20％
受講態度

： 作品制作のための研究を積極的に行い、計画的に制作できたか。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
動画制作には膨大な手間と時間がかかるため、制作の遅れは未提出や未完成につながりやすい。授業時間外の制作を積極的に行う
と共に、計画性を持って制作を進めること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の説明
動画とはどういったものか、歴史や事例を交え動画制作の基
本を解説。

動画事例の復習

2時間

第2回

動画制作基礎演習1 動画編集の仕組み
Adobe Premiereの基礎講座、ワークショップ。

アプリケーションの使用方法を復習する。

2時間

第3回

動画制作基礎演習2 アニメーション制作の仕組み
Adobe After Effectsの基礎講座、ワークショップ。

アプリケーションの使用方法を復習する。

2時間

第4回

サイネージ動画制作演習1 企画構成
絵コンテの作り方、ストーリーを決め、サイネージ動画の制作準
備。

動画制作。

2時間

第5回

サイネージ動画制作演習2 素材制作
サイネージ動画の制作。

動画制作。

2時間

第6回

サイネージ動画制作演習3 編集
サイネージ動画の制作。

動画制作。

2時間

第7回

サイネージ動画制作演習4 コーディング
制作物のプレゼンテーション→フィードバック。

第8回

SNS動画制作演習1 SNS広告の仕組み
SNS動画はどういったものか。動画配信、広告の解説。

動画制作。

2時間

第9回

SNS動画制作演習2 企画構成・素材制作
SNS動画の制作。

動画制作。

2時間

第10回

SNS動画制作演習3 編集・プレゼンテーション
制作物のプレゼンテーション→フィードバック。

動画を完成させ提出する。

2時間

第11回

YouTube動画制作演習1 Youtube動画の仕組み
YouTube動画はどういったものか。動画制作コンセプト、アイデ
アの構築。

動画制作。

2時間

第12回

YouTube動画制作演習2 企画構成
YouTube動画の制作。

動画制作。

2時間

第13回

YouTube動画制作演習3 素材制作・編集
YouTube動画の制作。

動画制作。

2時間

第14回

YouTube動画制作演習4 プレゼンテーション
制作物のプレゼンテーション→フィードバック。

動画を完成させ提出する。

2時間

動画を完成させ提出する。

377

2時間

4383

332

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【MD】
ヨシオカサトシ
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コナミなどのゲーム企業において１９年間デザイナー、ディレクターとしての実務経歴を有する。
フリーランスイラストレーターとしても１０年間におよび、音楽・出版・ゲーム業界などで
様々な絵仕事に携わる。

授業概要
自分で創作した仮想ゲームキャラクターの作成をベースに、市場のクオリティラインに描画力を引き上げるべく
指摘・指導や課題添削することでより市場を意識したクオリティの高い描画ができるように実習指導します。
通常のデジタルイラストだけでなく、ゲームのパッケージイラストなどを想定した作品と、併せてロゴデザインの制作についても学びます。
意見交換しながら学生が目指したい市場のクオリティに画力を引き上げるために行うべきことを模索し学習していきます。
前期の「展開演習２」よりも更に高度な画力・技能を追求していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

能動的に創作において必要な情報収集やボ
キャブラリーの蓄積を行うことを習慣とし
て学ぶ

必要な情報収集能力と観察眼の向上。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ゲーム媒体においてのグラフィックやイラス
トを作成する上での応用的な知識や技
能を学ぶ

市場を念頭においた専門職としてのクオリ
ティ（審美眼）を習得し実践することができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

出題に対してより効果的な内容を立案計画す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

能動的な質問や確認を行い、成果に向かっ
て前向きに取り組む姿勢を身につける。

3 ．DP7.完遂

計画した内容を作業プロセスの中でより吟
味し、確実に完成させることができる。

4 ．DP8.意思疎通

指導や添削の意図を正確に読み取ることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技能・画力

： 制作課題の内容、技能、向上されたスキルを総合的に評価
70％

積極性

： 質問・添削要望など能動的な行動による発展性など総合的に評価
10％

創造性

： 課題のオリジナリティ・創造性を評価
10％

学習到達度

： 授業内容についての理解度を評価
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目において課題内容が次々と進行していくため、作成が滞るとすぐに未提出課題が蓄積してしまいますので
くれぐれも各課題の締め切りを厳守しながら進めていくように注意してください。
技術訓練としての実習においては黙然と待機していれば自分の望む教えが降ってくる訳ではありませんので
学生各人が積極的に添削要望、質問などを行っていくように留意してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業内で開示したメールアドレスなどを活用し授業外での質問・指導にも対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講師紹介・課題①/対比となるキャラクターのイラスト制作（構
想・ラフ）
講師紹介とともに商業イラストの世界について話します。

授業時間内にラフ画が間に合わなかった学
生はラフ画をまとめておく。

4時間

課題①：代表的なところでは「天使と悪魔」など
の「善と悪」の構図であったり
「太陽と月」や「ネガティブとポジティブ」であったりなど対比
的なキャラクターを構想し
トランプ絵柄のように上下反転構図で一枚のイラスト作品とし
て制作する。
上下の絡み合わせ方、デザイン的な処理のセンスなど、高等なテ
クニックが必要。
初回においては構想をまとめラフを作り上げるところから始め
る。
ラフ画が完成したら添削を受け講師の許諾を得た時点で線
画に取り組む。
第2回

課題①/対比となるキャラクターのイラスト制作（ラフチェッ
ク・線画）
線画を作成する。線画が完成した学生から
線画のクオリティチェックを行い、さらに修正・調整をする。
厚塗り作成の学生はこの時点で着彩を含む進捗計画を行い作
成を進める。
線画作成の学生も線画が完成次第、着彩作業に進むこと。

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

第3回

課題①/対比となるキャラクターのイラスト制作（着色・ 仕
上げ）
着彩と仕上げを行う。
この課題においては成果物がフルカラーでなくとも良しとする。
「モノトーン/色数限定/フルカラー」それぞれ学生がどの方向で
着彩を行うか決めて制作を行う。表現内容と着彩手段の選択が
独自性やセンスを感じさせるものとなるように意識して完成させ
る。

作成が完了しなかった場合は、 授業外で確
実に完了させておくようにする。

4時間

第4回

課題②/ゲームのキャラクターデザインと設定画（構想・ラフ）

授業時間内にラフ画が間に合わなかった学
生はラフ画をまとめておく。

4時間

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

独自で構想した仮想ゲームにおけるキャラクターデザイン行う。
正面図と背面図のラフ画を作成。武器やアイテムなどの付属
品の設定ラフも
同時に構想する。設定画としての配置や構成バランスにも配慮す
る。
第5回

課題②/ゲームのキャラクターデザインと設定画（線画）
線画を作成する。線画が完成した学生から
線画のクオリティチェックを行い、さらに修正・調整をする。
文字情報などの内容も精査し、全体的なブラッシュアッ
プを行う。

第6回

課題②/ゲームのキャラクターデザインと設定画（着色・仕
上げ）
正面図においては完成度の高い彩色を施す。背面図や付属品は
要所を踏まえたシンプルな彩色でよい。一枚の設定画としての
品質を重視して完成させる。

作成が完了しなかった場合は、 授業外で確
実に完了させておくようにする。

4時間

第7回

課題③/仮想ゲームのパッケージアートの制作（構想・ラフ）

授業時間内にラフ画が間に合わなかった学
生はラフ画をまとめておく。

4時間

仮想ゲームを想定してメインビジュアルとなるパッケージアー
トを制作する。
キャラクターは他の授業でデザインしたものでも良い。前期に基
幹演習２を受講の
学生はその際にデザインしたキャラクターや世界観を踏襲して
も良い。
市場クオリティを念頭におき、実際に世界に配布されるものとい
う意識で
制作に挑むこと。最初にラフ画を作成して添削を受け、
内容に許諾を受けてから実制作を始めるようにする。
王道的な構図から心象的な構図など、この時点でしっかり構想を
まとめること。
第8回

課題③/仮想ゲームのパッケージアートの制作（ラフチェッ
ク・線画）
彩色プランが厚塗り方向の学生はラフをさらに詳細にしていき、
線画ありきの彩色プランの学生は線画をしっかり描き切るように
していきます。
この時点で完成イメージを確定して進めるようにします。

授業時間内に作業が滞っている学生は時間
外に ある程度初動の工程を進めておく。

4時間

第9回

課題③/仮想ゲームのパッケージアートの制作（キャラクター彩
色）

制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間
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キャラクター部分の彩色を進める。
複数のキャラクターが同じ空間に存在するように
光源をしっかり決めて作成を進めていくこと。
この課題においては授業終盤に必ず添削を求めるようにする。
第10回

課題③/仮想ゲームのパッケージアートの制作（背景彩色）

キャラクターを描き込みつつ、背景にも同時に手を入れていくよ
うにする。
キャラクターと背景のコンビネーションバランスをしっかり計
画して
微妙な彩度の違いや全体のコントラストを観察しながら進めるこ
と。
第11回

課題③/仮想ゲームのパッケージアートの制作（最終チェッ
ク・仕上げ）
最終工程に入り、画面に効果やテクスチャを加え、
よりプロフェッショナルな仕事に見えるものになるように
仕上げを行う。この工程で見映えに大きな差が生じるので
ここまでの工程でできるだけ前倒しに作業を進めておく必要があ
る

制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間

この時点でイラスト本体は完成させなければ
ならないので 完成に到達できていない学
生は時間外で作業の遅れを補填しておく。

4時間

第12回

課題④/タイトルロゴデザインの制作（デザインラフ・ラフ
チェック）
イラストに配置するタイトルロゴを作成する。
ロゴデザインのラフスケッチを制作し、添削を受ける。
ゲームの世界観をロゴだけを見ても感じられるように
既存のデザインからその文法をよく観察して学び取り、
求める適切なデザインとはどのようなものなのかを判断する。
ラフの時点でイラストとの整合性や色合いのバランスなど
よく見てデザインや色を決定すること。

工程が進んでいない場合は次の授業まで
に進めておくこと。

4時間

第13回

課題④/タイトルロゴデザインの制作（作成・仕上げ）

完成できなかった場合は翌週までには 課
題を完了させておくようにする。

4時間

合評などでの評価・講評を受けて自分の制
作を振り返り 今後の制作に活かせるように自
己の問題点をまとめ、向上できる部分の 加筆
修正などを行う。

4時間

フィルタの効果などツールの機能を最大限に駆使して
より精度の高い仕事ができるように意識して取り組む。
ロゴデザイン単体で見られても、十分に完成度を感じさせる内
容を目指す。
実際に作成したパッケージアートに配置してドロップシャドウや
縁取りなどをいれて、絵とロゴとの一体感がでるように仕上げ
る。
第14回

合評・総括（後期授業を振り返ってのまとめ）

学生の今回成果物であるゲームパッケージイラストを材料に、
学生一人一人が全員に向かってどのようなゲーム内容・世界
観を想定して作成したか、
世界観の設定や全体の構図やデザインに関する狙いなど、
課題に向き合って身に着いた事、発見された今後取り組むべき課
題、
制作にあたって強く意識したことなどを発表する。
合評発表後に講師から半期を振り返っての総括を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習４【MD】
弘司
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
イラストレーターとして多数のジャンルで活動中。出版社より３冊の画集を発表している。

実務経験の概要

授業概要
【キャラクターデッサン基礎～応用】
魅力的なキャラクターをデザインして描くために大切なのはキャラクターを活きいきと見せるためのポーズです。
キャラクターの個性に合わせた様々なポーズを描くには、基本となる「立ちポーズ」が先ずしっかり描ける事。
アングルに合わせて立体的に描くことが出来る応用力が必要になります。
さらに老若男女、体格や種族など様々な描き分けが出来れば表現の幅が広がります。
リアルな人体デッサンももちろん大切ですが、この授業では「マンガ・ゲーム・アニメ・キャラクターイラスト」
で描くキャラクターを魅力的に見せるためのデッサンに特化した内容になります。
基礎をしっかり学びたい者はもちろん、描きなれたものでも意外と出来ていない基礎の部分があるので、
役に立つことが多いです。
基本的にデジタルで進行しますが、アナログ画材での制作も可。
ツールや画材の詳細な解説は行いません。
（必要に応じて個別に指導します）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

キャラクターを描く上での苦手を減らし表
現の幅を広げる。

段階的に繰り返し描くことでステップアッ
プを実感できる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

基礎力を上げる事で他の制作へのモチベー
ションにもつながる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技術力・課題達成度
60％
授業における積極性・態度

： 授業内での課題制作をしっかり計画性を持って進められたか、それによって得られた技術向上を総
合的に評価
： 積極的に質問したり添削を受けているか、集中した姿勢で授業に取組めているかを総合的に評価

20％
発表

： 合評でのプレゼンで自分の課題に対しての取り組みの効果と今後の課題を認識できているかを評価
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
様々な授業内課題を段階的に締め切りを設けて制作進行していくので、後れを取るとズルズルと後の課題制作にも影響が出てしまいます。少し
でも分からないことがあれば積極的に質問して添削を受けるなど、計画的に進めるよう心掛けてください。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日14:30～16:00

場所：

南館３階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

解説・箱パース
講師の紹介。学生の自己紹介。
前半でキャラデッサン基礎の必要性の話。学生それぞれのポート
フォリオを見て個々の作品クオリティチェック。
後半から基本となる「箱パース」の解説と実践練習。

第2回

重力に対してのキャラクターポーズのバランス・素体の三面図
立ち絵を描く上で重要な地面に対してのバランスを上手くと
る為のポイント解説と実践練習。

第3回

身体のパーツ別け・関節を意識してポイントを置く
素体の身体のパーツを簡単な筒に見立てた考え方で描いてみる。
身体のパーツ同士のバランスの良いつながりを考える。
球に見立てた関節をポイントに置いたシルエットの作り方を解
説・実践練習。

第4回

素体のポーズを角度を変えて描いてみる
ここまで学んだ内容の応用して上下に強くパースの着いたアング
ルで素体を描いてみる。
その次に動きのあるポーズを描く。基
礎を学ぶ前と後の形の捉え方の違いを実感する。

第5回

男女の描き分け①
男女のプロポーションの違いを解説する。
実際に自分の絵で描いてみてシルエットや仕草の違いを理
解し、分かりやすく描き分けるポイントをつかむ

第6回

男女の描き分け②
前回描いた練習課題の添削と講評。理解できていなかったり上
手く表せていない部分を見直し、
キャラクターを調整する。

第7回

年齢の幅を描き分ける①
若い年齢や見た目のキャラは好きで上手く描けても、中年や老
人を描くのは難しく苦手意識を持つ人も多い。
描き分ける上での様々なポイントを解説して、練習課題を授業
内で描く。

第8回

年齢の幅を描き分ける②
前回描いた練習課題の添削と講評。理解できていなかったり上
手く表せていない部分を見直し、キャラクターを調整する。

第9回

色々な体格を描き分ける①
好んで描くキャラクターの体格以外のキャラ（マッチョや太め
の体格など）を描くのは難しいものです。
それぞれを特徴的に描き分けるポイントを解説し、練習課題を制
作する。

第10回

色々な体格を描き分ける②
前回描いた練習課題の添削と講評。理解できていなかったり上
手く表せていない部分を見直し、キャラクターデッサンやバラン
スを調整する。

第11回

同じ場所にいるキャラクターを複数人配置して描く①
コラージュ等のイメージ的な構図と違い、大きさの対比バラン
スや奥行きに合わせたバランスなどが難しい。
商業イラストでは必ず依頼される事のある構図なので避けて通れ
ないものである。
描く上でのポイントを解説し、基礎のまとめとしてイラストを制
作する。
年齢性別や体格の異なるキャラを組み合わせ、構図のシチュエー
ションに条件を持たせる。

第12回

同じ場所にいるキャラクターを複数人配置して描く②
前回出題のイラスト課題を中間チェックする。理解できていな
かったり上手く表せていない部分を見直し、構図や配置、キャラ
クターデッサンを調整する。

第13回

同じ場所にいるキャラクターを複数人配置して描く③
課題イラストを完成させる。個別の出来ていない部分など状
況に合わせたチェックと指導をする。

第14回

合評・まとめ
完成した課題イラストについて、学生それぞれが全員に向け
て難しいと感じた事や工夫した点など話す。講師からの講評とま
とめ。
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課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

添削講評で受けたアドバイスを作品に反映さ
せておく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

添削講評で受けたアドバイスを作品に反映さ
せておく

2時間

課題内容を復習しポイントについて理解して
おく

2時間

添削講評で受けたアドバイスを作品に反映さ
せておく

2時間

次回中間チェックに向けて必要な工程ま
で進めておく

2時間

中間チェックで受けたアドバイスを反映させ
て進める

2時間

アドバイスを参考に、次回合評へ向けて完成
作品を調整する

2時間

今回の課題で得た成果と課題を認識して今
後に活かす

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【AC】
中野邦彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

イラストレーターとして、造形家として活動しており、イラストはもちろん造形家として数々の仕事に携わら
して頂いてます。アニメ－ション関連では、全国各地の博物館での展示画像でキャラクターをクレイアニメー
ションの手法で動画を制作しております。また、USJでの展示物や、市販されてますフィギュアの原型など

授業概要
クレイアニメーション、コマ取りアニメーションなどの技法を知り、アニメーション表現に知識を広める。ここでは、動かせる立体作品を制
作し、コマ取りが可能な立体作品を制作する。様々な表現方法や、素材を知り、自分に合った表現を見つけ、作品作りが出来るようになる。そ
して、オリジナリティーや完成度はもちろんのこと、全体のバランスや、動画になった時の画面での動きや構図、アングルを考えて、可動可
能な作品を制作する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

平面で描いたキャラクターを立体にす
る事で、奥行きや空間、アングルなどを考え
る力を付ける。

立体思考を身につける。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

立体作品をどう動かしていくかを考え、先
生とコミュニケーションを取りながら制作し
ていく。

2 ．DP7.完遂

難しいと諦めずに、最後まで取り組んでい
く。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）

： 全体の完成度はもちろん、発想力とそれを表現する技術力、細部への配慮がなされているか。
70％

制作にあたり、進行のコミュニケー
： 制作にあたって、スケッチの段階や進行の途中で、先生とのコミュニケーションを取りながら進め
ションをとる
ていく。
20％
授業態度
10％

： 取り組む姿勢。授業中に不適切な行動が見受けられた場合は、注意したうえで、本人に注意を受け
た事項の明記をしてもらいます。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要とあれば、その都度参考資料を用意して、プリントを配布したり、動画で見せていきます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回3時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の開始前か、終わった後に伺います。

場所：

必要ならば学校に出向きます。

備考・注意事項： 立体制作は授業の時間だけでは時間的にも厳しいと思いますので授業外での質問等、大いに歓迎いたします。
授業外でも学校にいる時や、SNS等での質問を積極的にして下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

コマ取りアニメーション、クレイアニメーションについて
コマ取りアニメーションや、クレイアニメーションの説明と授
業の説明をします。
私の仕事や、作品を見てもらって、様々な立体の仕事の形態や表
現方法、素材、多方面にわたる立体作品の展開を知る。
合わせて動画も観る。

コマ撮りアニメーションやクレイアニメー
ションについて考える

3時間

第2回

10㎝くらいの立体作品を制作する。
先ずは、平面で描いて来た作品制作から、立体の思考に慣れても
らうために10㎝程の立体を制作していきます。

立体作品のアイディアスケッチをする。

3時間

第3回

立体作品の制作用スケッチ
ラフ案を制作して全体的な作品像をつかむ。

作品のラフ案を進める。

3時間

第4回

作品の制作を進めていきます。
先生とコミュニケーションをとりながらスケッチに近づ
く様に進めていきます。

作品制作を進めます。

3時間

第5回

作品制作を進め、完成を目指す。
完成に向けて造形を進め、表面処理を行い、絵の具で着色し完
成させます。
出来ていれば、次の可動可能な作品のアイディアを練る。

作品のアイディアを練る。

3時間

第6回

作品合評

次の可動可能な作品のアイディアを練りま
す。

3時間

10㎝サイズの作品を完成させて、皆んなの前でプレゼンテーショ
ンをする。
立体に慣れてきたところで、可動可能な作品のアイディ
アを練る。
第7回

可動可能な作品の制作。
１つ目での制作を踏まえ、アニメーションとして動きを付けるた
め可動を考えた立体のアイデアを、先生とコミュニケーショ
ンを取りながら練っていきます。

アイデアを練ります。

3時間

第8回

可動可能な作品のスケッチをします。
制作するサイズでスケッチをおこし、スケッチに基づき進めてい
きます。
先生とコミュニケーションをとりながら、動きをどのように付け
るか考えて、骨組みを制作。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

作業を進める。

3時間

第9回

骨組みに、粘土で肉付けをします。
可動を考えた骨組みに粘土を盛りつけていきます。
あくまで可動範囲を考えながら行う。

作業を進める。

3時間

第10回

粘土を盛りつけ、思う形に近づけます。
要所、要所で動きを確認しながら作業を進め、時々スケッ
チと照らし合わせながら思う形に近づく様にどんどん粘土を
盛りつけていきます。

作業を進める。

3時間

第11回

パーツごとに質感を考え細部を作り込む。
質感をだすために各パーツにテクスチャを施し完成を目指してい
きます。

作業を進める。

3時間

第12回

完成に向け、調整をする。
思うように可動が可能か、調整をしながら形を整えていきます。

作業を進める。

3時間

第13回

完成に向け着色を行う。

仕上げに向けてチェックをしながら進め
る。プレゼンテーションの準備

3時間

課題の提出

3時間

仕上げに向けてチェックをしながら進め、着色の為の表面処
理をサンドペーパーなどで行い、絵の具で着色します。
第14回

合評プレゼンテーション
合評プレゼンテーションを通して自作品を見直し完成作品とし
て成立させる。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【IA】
寺田順三
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

イラストレーター、グラフィックデザイナーとして仕事をした経験。絵本作家として絵本を制作した経験。
商品雑貨を企画し、デザインした経験などを有する。（全15回）

授業概要
イラストレーションは現在、書籍、雑誌、絵本などの出版関係から広告、キャラクター制作、パッケージや商品展開、展覧会などで発表する絵
画的側面まで多義に渡って使用されています。この授業では、各々のイラストレーションを用いて、それらのジャンルにどのようにアプロー
チして、表現していくか、コンセプトメーキングからイラストレーションの制作、プレゼンテーションを通してイラストレーションの多様
性に対応する能力を学んでいきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

イラストレーション制作に関わる知識

コンセプトメーキングからイラストのいろい
ろなジャンルへのアプローチを
実際の制作を通して学べます。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

イラストの制作を通してコンセプトメーキン
グとスケジュール管理を
学びます。

2 ．DP6.行動・実践

いろいろなジャンルへのアプローチを通し
て、イラストレーションの知識、技術力を
高めることができます。

3 ．DP7.完遂

最終的に各課題をまとめてポートフォリ
オを制作します。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
本屋に置かれている絵本・図書館にある絵本をチェックする。より多くの絵本に学ぶ。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。これによっ
て学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。以
上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。60％以上の出席がなければ成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出のうちイラスト表現）
40％
試験（作品提出のうち文章表現）
20％
試験（作品提出のうち装丁）
15％
試験（作品提出のうち製本技術）
15％
プレゼンテーション

： イラストレーションの出来栄えを評価。
15回の授業終了後に提出した作品より。
： コンセプトメーキングからイラストのいろいろなジャンルへのアプローチを
評価。
： いろいろなジャンルへのアプローチを通して、イラストレーションの知識、
技術力を評価。
： いろんなジャンルへの適応力を
15回の授業終了後に提出した作品より。
： 人の前に立ち、ハキハキと自身の作品コンセプト・自己評価を述べることができたかどうか。

5％
受講状況

： 授業態度を評価。主に作品に取り組む姿勢と私語をチェックします。
5％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「日本イラストレーション史」美術手帳編集部
日本のイラストレーションの歴史を1950年代から約60年間の時代動向を振り返りながら
イラストレーションの時代に即した変遷を学べます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
授業態度としては、イラストレーション制作が主だった事ですので、できるだけ私語を慎み、作案・作画に集中してください。コンテンツを基
本量満たすには、作画にかなりの時間を有します。作画技法や作画内容により個々に有する時間が違います。場合により、持ち帰りの作業が必
要とされます。作画に体力がいるという事です。また、コンピュータによる編集作業がありますので、コンピュータのオペレーションを学ぶ授
業でしっかりコンピュータワークを学んでこの授業に臨んでください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室・Eメール

備考・注意事項： 疑問に思うこと、解らないことがあるようでしたら、どんな些細なことでも聞いてください。授業外ではEメールで質
問を受け付けます。メールアドレスは授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・アンケートと面談
授業内容の具体的な説明。14回のスケジュールの内容確認。イラ
ストレーションに対する意識調査とどういったイラストレーショ
ンを作れる可能性があるかを見極める為のアンケート調査。アン
ケートに基づく面談により、学生一人一人のイラストレーション
テーマに近づく。

市場でどのようにイラストレーションが使
用されているかマーケティングする。

2時間

第2回

課題1・雑誌のなかのイラストレーション1・再度面談
学生達のマーケティングの成果を聞く。各々が描いてみたい雑
誌や、興味のあるジャンルの雑誌を選び、それに即して
挿絵や扉絵などのイラストレーションを制作する。

ラフ制作。

2時間

第3回

課題1・雑誌のなかのイラストレーション2
各々のイラストレーションを雑誌のなかに落とし込んでレイアウ
ト、デザインを考えて完成させていく。

イラストレーション制作

2時間

第4回

課題1・雑誌のなかのイラストレーション3
合評。プレゼンテーション。

市場のマーケティング

2時間

第5回

課題2・広告のなかのイラストレーション1
広告のなかでもイラストレーションは多様性をもって展開されて
います。各々のイラストレーションをいかしてアプローチしてい
き、車内の中吊り広告として展開していく。シリーズ広告とし
て春、夏、秋、冬で展開していく。

イラストレーション制作

2時間

第6回

課題2・広告のなかのイラストレーション2
各々のイラストレーションをレイアウト、デザインして広告を制
作していく。

イラストレーション完成させる。

2時間

第7回

課題2・広告のなかのイラストレーション3
合評。プレゼンテーション。

市場のマーケティング

2時間

第8回

課題3・キャラクターイラストレーション展開1
企業キャラクターから、マンガ、アニメのキャラクターデザイ
ン、キャラクターを使った商品展開などもイラストレーショ
ンの領域にはいります。各々がキャラクタ＝を作成して展開して
いく。

ラフ制作。

2時間

第9回

課題3・キャラクターイラストレーション展開2
各々の作成したキャラクターをパッケージや商品に展開してい
く。

イラストレーション完成させる。

2時間

第10回

課題3・キャラクターイラストレーション展開2
合評。プレゼンテーション。

市場のマーケティング

2時間

第11回

課題4・展覧会でのイラストレーション展開1
展覧会を企画、発表を想定してイラストレーションを作成する。

ラフ制作。

2時間

第12回

課題4・展覧会でのイラストレーション展開2
展覧会でのプレゼンテーションを想定してイラストレーショ
ンを制作していく。

イラストレーション完成させる。

2時間

第13回

課題4・展覧会でのイラストレーション展開3

これまでの作品をまとめてポートフォリ
オの作成

2時間

未完成の人は、ポートフォリオを完成させ
て提出する、

2時間

合評。プレゼンテーション。
第14回

ポートフォリオの制作
今回の課題をまとめてポートフォリオを作成して、振り返る今
後の展望を考えていきく。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【MD】【IA】
漆崎憲介
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

デザイナー、アートディレクターとしては日本の代表的な広告賞として知られる「日本雑誌広告賞受賞」「朝
日広告賞受賞」「電通広告賞受賞」「経済産業大臣賞受賞」受賞 、海外でも「Times Asia －Pacific
Advertising Awards」を受賞され、高い専門的能力を実証されている。（共同担当 全１５回）

授業概要
【デザイン制作・イラスト制作】
広告デザイン、イラストレーションを通して市場や社会の状況などを知り、さらには人間の行動について考え、全てのクリエイターに必要な要
素であるアイデアを形にし、人に伝える力を身につけます。
現場で活躍するプロの視点から幅広く指導をいただきながら、「考える力」「伝える力」を養う基礎演習です。産学連携プロジェクトや広告賞
出品に向けて実際に手を動かす演習課題に取り組み、学外での評価を受ける機会を設けます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

具体的な広告作品やキャンペーンを通し
て、作られ方、種類、生活者との接点を知る

広告制作を通して自分で考え、表現す
る力を養い、広告賞出品に向けて作品を制
作する

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

コミュニケーション技術としての広告を学ぶ
と共に、広告の企画、デザイン、イラスト
レーションの制作を自分自身で行います

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画・立案の内容

： 確かな目的、需要を意識し具体的かつ的確な表現方法を用いる計画性があるか。
20％

作品を完成させる力
30％
作品のクオリティ、試験（課題提出）
50％

： 制作に必要とする知識・技術について独断ではなく教員に確認をする姿勢があるか。 アイデ
アや要求、提案を作品に昇華させ、完成させる力があるか。
： 企画した狙いを達成するためのアイデアや工夫があるか。クオリティ維持のための必要技術がある
か。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

南館３F研究室

11時00分～13時00分

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

広告とは何か
広告とはどういったものか、歴史や事例を交え、広告が出来るま
でを解説

広告とは何かを調べ、理解の補助とする

2時間

第2回

考える力を身につける
広告プランニングの基礎講座、ワークショップを行う

ワークショップの復習

2時間

第3回

伝える力を身につける
アートディレクター、デザイナー、コピーライターとはどういっ
た職業か。感じる言葉、伝える言葉の演習を行う

演習の復習を行う

2時間

第4回

デザインラフ、広告を制作する
デザインラフの作り方、テーマを決め、広告制作の演習を行う

デザインラフ制作

2時間

第5回

広告賞へエントリー
企業のテーマを選択し、コンセプト、アイデアを構築する

コンセプト制作

2時間

第6回

デザイン、イラストの制作
デザインラフを元に、必要なデザイン、イラスト、写真、文章な
どの制作

デザイン、イラストの制作

2時間

第7回

デザイン、イラストの制作
デザインラフを元に、必要なデザイン、イラスト、写真、文章な
どの制作

ラフデザインを完成させる

2時間

第8回

ラフデザインのフィードバック
ラフデザインを完成させ、プレゼンテーションを行う。プレゼ
ンを元に教員から修正に関するフィードバックを行う

写真、文章を制作

2時間

第9回

デザイン、イラストの制作
デザインラフを元に、必要なデザイン、イラスト、写真、文章な
どの制作

制作物を進める

2時間

第10回

デザイン、イラストの制作
デザインラフを元に、必要なデザイン、イラスト、写真、文章な
どの制作

制作物を完成させる

2時間

第11回

制作物のプレゼンテーション
制作物のプレゼンテーションを行う。出品準備

広告賞へ出品

2時間

第12回

産学連携プロジェクト～企業課題をデザインで 解決する企画
書の制作～
企画書の制作コンセプト、アイデアの構築。（連携先未定）

企画書の制作

2時間

第13回

産学連携プロジェクト～企業課題をデザインで 解決する企画
書の制作～
企画書の制作コンセプト、アイデアの構築。（連携先未定）

企画書制作を進める

2時間

第14回

企画書のプレゼンテーション
制作物のプレゼンテーションを行い、教員から修正に関す
るフィードバックを指示する

作品制作を進める企画書制作を進める

2時間

第15回

最終合評
プレゼンテーションの結果報告。振り返り、学修成果の可視
化を行う

企画書を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【VD】
米田英史
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

広告制作会社のテクニカルディレクター、WebディレクターとしてWebサイトを始めとした
インタラクティブコンテンツの制作に従事。

授業概要
UI/UXの概論やデジタルメディアの特性を理解し、「自分で考えて制作する」ことを目的とした授業です。
目的やターゲットユーザーによって表現の仕方や伝え方は様々です。
講義で紹介する実例をもとにUX/UIの重要性を体感し、様々な視点でものを捉える思考を養うことを目指すため、
企画(考え方の方法)・設計(ワイヤーフレーム)・デザイン(制作物)の順序で制作を進めるワークフローの授業を行います。
実習ではWEB・インタラクティブメディアの特性理解とトレンドを把握し、
サイト設計やアプリの設計、デザイン制作を課題を通して学んでいきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

UX/UIデザインの考え方やデジタルテクノロ
ジーに対する知識。

UX/UIデザインの考え方やトレンドが把握で
き、デジタルテクノロジーに関する知
識を身につけることを目標とする。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

デジタルデザインに必要な企画・設計・情報
収集、分析の重要性を身につける。

学んだ知識と技術を活用してWEBサイト・ア
プリケーションの設計・デザインで作品を完
成させる力と、
作品のプレゼンテーションを行うことで、企
画提案力を身につけることを目標とする。。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられた課題に対して知識を整理・活用し
て、企画・アイデアを立案しデザインができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

考えたことを実現するために、自発的な情
報の収集・考察・模索・制作ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の提出
30％
プレゼンテーション
30％
試験（最終課題の提出)

： 課題（全2回）を「求められていることを分析して、コンセプト立案から設計ができている
か」の観点から評価します。
： 課題制作のつくるまでのプロセスをプレゼンテーションを通して、「経緯や考えを整理して伝える
ことができているか」という観点から評価します。
： 最終課題を「企画性・アイデア・デザイン完成度」の観点から評価します。

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定なし。
授業内で随時紹介する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
講義に使用するスライドや資料は授業中お伝えするURLからダウンロードできるようにしますので活用してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問や相談は、遠慮せずに質問してください。
上記以外で質問・連絡を取りたい場合は、授業でお知らせするメールアドレスに連絡してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

WebサイトのUI/UX概論
世の中にあるWEBサイトの事例を紹介し、UX/UIの重要性を学びま
す。
また授業で使用するAdobe XDの紹介と基本操作を学習します。

第2回

Webサイトの構成や構造の理解/サイトマップ制作演習
WEBサイト事例をもとに、１ページごとの構成内容を洗い出し、
どのような内容で構成されているかを理解します。
その上でサイト全体がどのような構造で出来ているのかを把
握し、
サイトマップの制作方法を演習していきます。
また授業で使用するmiroの紹介と基本操作を学習します。

様々なWEB事例をみて、これから取り組む設
計や 表現方法への理解を深める。

6時間

Webサイトの構成要素の洗い出し方、整理の仕
方について理解を深める。

6時間

第3回

Webサイトの構成からワイヤーフレーム制作演習
講義内で発表するサイトテーマをもとに、構成内容の洗い出し、
内容の精査をした上で、ワイヤーフレームを作成する手法を
演習しながら学習します。
またプロトタイプを作成し、機能や仕様を検証方法を演習しま
す。

XDの基本的な使い方を復習する。

6時間

第4回

ワイヤーフレームに基づいたデザイン制作演習
ワイヤーフレームに基づいたWebサイト制作について演習しま
す。
参考サイトを例にして印象的な表現方法と、
UIデザインのポイントを学習します。

課題のブラッシュアップを行う。

6時間

第5回

Webサイト制作 (1)企画/構成制作/サイトマップ制作
企画案を作成する手法と発想方法を演習を通じて学習します。
課題のテーマに基づき、Webサイトの企画案、構成案を制作しま
す。

課題のブラッシュアップを行う。

6時間

第6回

Webサイト制作 (2)ワイヤーフレーム/デザイン制作

課題のブラッシュアップを行う。プレゼン
テーションに向けた準備を行う。

6時間

課題の提出と、ディスカッションでの内
容を振り返る。

6時間

世の中に溢れる様々なアプリを体験し、 どの
ようなUI/UXを取り入れられているのかについ
て考察する。

6時間

さまざまなアプリに触れ、どのような構成内
容、 画面フローで構成されているのかについ
て考察する。

6時間

課題のテーマに基づき、Webサイトの企画や構成内容に沿った
ワイヤーフレームとデザインを制作します。
第7回

Webサイト制作のプレゼンテーションとディスカッション
制作した企画案/ワイヤーフレーム/サイトマップと
サイトデザインのプレゼンテーションを行います。
どのように考え、企画し、設計し、デザインを行ったかを、
各々が発表します。
同じ課題でも、様々な表現方法があり、
様々な視点で物事を考える重要性を学びます。

第8回

アプリのUI/UX概論
実例を参考にスマホアプリの特徴を理解し、アプリならではの
UI/UXの表現手法について学習します。
またアプリ制作に必要な構成作りの考え方などを演習しながら学
習します。

第9回

アプリの構成や構造の理解/サイトマップ制作
演習企画の考え方、アイデアの整理方法、構造作成について
実際のアプリを参考に、制作手法を学習します。

第10回

アプリのモック制作演習
XDを使ったアプリのモック制作について演習していきます。
またこれまでに学習したことを振り返りながら、
最終課題に向けてのアプリの企画、発想法を学習します。

授業で学んだ点を復習する。

6時間

第11回

アプリ制作のデザイン/企画書制作演習
アプリのモック制作からアプリデザイン制作について演習してい
きます。
また人に伝える為の企画書のまとめ方について事例を元に考
察し、制作します。

授業で学んだ点を復習する。

6時間

第12回

アプリ制作 (1)設計・モック制作

課題のブラッシュアップを行う。プレゼン
テーションに向けた準備を行う。

6時間

課題のブラッシュアップを行う。プレゼン
テーションに向けた準備を行う。

6時間

発表を振り返り自身の作品を見直し修正する

2時間

課題のテーマをもとに、企画書の作成・アプリの設計・モッ
クを制作します。
第13回

アプリ制作 (2)デザイン/企画書制作演習
課題をもとに、アプリのデザインを制作します。
作品のブラッシュアップを行います。
またプレゼンテーション用の企画書を制作します。

第14回

アプリ制作 (3)プレゼンテーションとディスカッション
最終課題の提出と、ディスカッションでの内容を振り返ります。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【GA】
松本貞姫
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ゲーム会社にて背景デザイナーとしてゲームソフト開発に携わる。
実務内容にはイメージ画の作成から、背景画像データの作成・マップデータ作成等の
ゲーム画面への反映のためのデータ作成も含まれる。（全14回）

授業概要
本科目ではPhotoshopや CLIP STUDIO等デジタルツールを用いての、2D背景の作画技術習得を目的とします。
ゲームやアニメの背景がどのようにして描かれているかを研究解析し作画に関する理論を学び、実習を行います。
実習では量をこなし、自身の作画の質を高め、スピードを身に付けます。
また、フォトバッシュ(複数の写真を組み合わせ、1 枚のイラストを制作する技法)をはじめ様々なデジタル加工技術を学び、コンセプトアー
トの作成を通して世界観の構築・表現力を身に着け、魅力的な作品を創り上げることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム背景デザイナーの役割への理解。
背景をデザインする上で必要となる基本的知
識の習得。

パースなどの基本的知識を用い、背景作
品を作画する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

背景デザインの基礎知識とPhotoshopなど描
画ソフトを使用しての表現技術の習得

Photohsopなどのソフトを使用して、デジタ
ル背景作品を制作することが出来る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

作品に必要な資料の収集力、作業フローの構
築

2 ．DP6.行動・実践

必要なツールを使いこなす為の理解力・探求
力

3 ．DP7.完遂

作品の完成・イメージをビジュアル化し
て伝えるスキル

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品成果

： 課題の提出率と作品のクオリティを４段階で評価します。
50％

授業への取り組み

： 各課題の資料・準備物の充実と、技術の習得率で評価します。
30％

学修到達度評価

： 全課題を通して、授業内容の理解度を評価します。
10％

プレゼンテーション

： 発表の仕方のアイデア、作品の魅力を伝えるプレゼン力をルーブリックに基づいて評価します。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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フォトバッシュ入門 CLIP STUDIO PAINT PROと写真を使って描く風景イラスト
「ファンタジー背景」描き方教室 Photoshopで描く! 心を揺さぶる風景の秘訣 (Entertainment&IDEA) 単行本
男鹿和雄画集II (ジブリTHE ARTシリーズ)
新海誠監督作品 君の名は。美術
山本二三背景画集 単行本
山本二三百景 新装版 単行本
いちばんやさしいパースと背景画の描き方
ものがたりの家

中山繁信

吉田誠治

吉田誠治作品集&パース徹底テクニック
基礎から実践まで全網羅 背景の描き方

高原さと

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を復習し、次回の授業に向けて作画の技法等の予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 個別での面談希望がある場合、松本まで申し出て下さい。別途時間・場所(予定：校内面談室など)を設定します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

背景デザインの役割と基本の構図

授業前半
全14回の講義の流れ提出課題についての説明と、ゲームにおけ
る2D背景デザイナーの役割についての解説。「学修到達度の確
認」について説明。

全授業を通しての必須課題：自身で建物や室
内・自然物・風景などの写真を撮影・資料画
像の収集などしておき、常に資料をストッ
クすること。

4時間

課題の作画を進めてくる。パーツごとのレイ
ヤー分けや下塗りなど。

4時間

ディテールを描き込む等作品のクオリティ
アップ。

4時間

次回授業「自然・空間の広がりの表現」の準
備として 空・雲・海・山の遠景等の資料写
真を用意。天候・時間の違うものを数種類用
意するのが望ましい。

4時間

次回からの授業「自然をメインとした風
景の作画」の準備。 ①資料写真。 ②シチュ
エーション・設定を考えてくる。 ③自然をメ
インとした風景のラフスケッチ。

4時間

資料をよく観察し、作画を進めてくる。

4時間

【目標設定】
①各自が印象に残っているゲームまたはアニメーションの背景に
ついて、魅力的だと感じる部分を文章とイラストで解説をシー
トに記入。
②後期全授業終了後にどうなっていたいか、また目標とするクリ
エイターや仕事などを用紙に記入し、学習の目的を明確にする。
授業後半
基本的な透視図法について学ぶ。パース(1点透視図法、2点透視
図法、3点透視図法)の使い分けやアイレベルについて解説後
1点透視図法と2点透視図法を用いて簡易な道路や建物の作画実
習を行い、基本を理解する。
第2回

屋内・室内の作画①
室内パースの理解と習得、密度の高い画面構成を目的とする。
①最初は講師の用意した下絵(レイヤー)を元に塗り方など作
画の手順を学ぶ
②完成した生徒から順次自主制作に進む。
資料写真・ラフスケッチを元に構図を決め、作業手順・色彩構
成を考えて作画に入る。
※授業で使用予定の参考図書：ものがたりの家(吉田誠治)

第3回

屋内・室内の作画②
各自課題の作画を進める。
授業中に講師より個別にアドバイスを行う。

第4回

屋内・室内の作画③

各自課題の作画を進める。
授業中に講師より個別にアドバイスを行う。
授業終了時または次回授業前に作画データをjpg形式で提出。
第5回

自然物の描写

まず前回の課題について全体的な講評を行った後
樹木・岩など自然物の描き方を解説。質感・明暗のつ
け方、PhotoshopやCLIP STUDIOのブラシの活用方を学ぶ。
最初は単体で木・岩を作画する。形の取り方・塗りを指導。
授業終了時または次回授業前に作画データをjpg形式で提出。
第6回

自然をメインとした風景の作画①
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【自然・空間の広がりの表現】自然をメインとした風景を描く。
空気遠近法はじめ、遠景・空・雲・海などの描き方を解説後、作
画実習。
ブラシで塗る他、Photoshopでの写真加工・レイヤー効果やフィ
ルターを使った技法を身に着ける。
漠然と風景を描くのではなく、場所・シチュエーション・時間な
どの設定を考え、空間の広がりを表現した画面作りを目指す。
授業終了時または次回授業前に作画データをjpg形式で提出。
第7回

自然をメインとした風景の作画②
ディテールの追加：フォトバッシュの使用も可とする。

今回の授業を踏まえて、作画イメー
ジを更に膨らませてくる。 資料写真の追
加・イメージボードの作成。

4時間

課題の作画を進めてくる。パーツごとに色
分けし、下塗りを済ませておく

4時間

課題の作画を進めてくる。次回の授業にて仕
上げまで進める。

4時間

次回からの授業「コンセプトアート」の準備
①資料写真・素材の準備。 ②シチュエーショ
ン・物語の設定を考えてくる。 ③ラフスケッ
チ。

4時間

各自作画を進めてくる。

4時間

各自作画を進めてくる。

4時間

次回プレゼンテーションの準備。制作意
図・設定などテキストにまとめてくること。

4時間

各自課題のブラッシュアップ

4時間

【フォトバッシュとは】
複数の写真(Photo)をキャンバスに貼り込み、組み合わ
せ(bash)1枚のイラストを制作する技法
写真のディテールや質感を利用し作画時間を短縮できる利点があ
り、
コンセプトアートの世界観の構築や作画の案出しへの活用に
も使われる。
第8回

建物の外観をメインとした風景の作画①
【中間】学修到達度の確認。
※授業で使用予定の参考図書：いちばんやさしいパースと背景
画の描き方(中山繁信)
透視図法について復習後、２回に渡って建物をメインとした風
景の作画実習を行う。
各自用意してきた資料写真・ラフスケッチを元に構図を決
定し、作業の手順を考えてから作画に入る。
ここではパースの理解と習得、作業の効率について考える力の育
成を目的とする。
自力で背景画を構成することが困難な場合は、描画に慣れ
る為の資料画像のトレースも可とする。
)
作業内容：下絵(テーマを決めてラフスケッチ作成・構図を決定)

第9回

建物の外観をメインとした風景の作画②
各自課題の作画を進める。
授業中に講師より個別にアドバイスを行う。

第10回

建物の外観をメインとした風景の作画③

各自課題の作画を進める。ディテールの追加など。
授業中に講師より個別にアドバイスを行う。
授業終了時または次回授業前に作画データをjpg形式で提出。
第11回

コンセプトアート作画①
【コンセプトアートについての解説】
ゲーム・アニメ・映画などの世界観構築の元となるデザイン。
作品を作るうえで、プロジェクトチーム・クライアント・制
作に関わるメンバーと、イメージを「視覚的に」共有する為重
要な役割を担う。
ラフスケッチを元に、メイン・近景・遠景の構図・ディテー
ルを決め、下絵の作画に入る。

第12回

コンセプトアート作画②
作画の続き。メイン・近景・遠景の塗り。バランスを見なが
ら徐々に画面の密度を上げていく。
講師より個別にアドバイスを行う。

第13回

コンセプトアート作画③
各自課題の作画を続け、ディテールをより描き込むなど完成
度を高める。
講師より個別にアドバイスを行う。
授業終了時または次回授業前に作画データをjpg形式で提出。

第14回

プレゼンテーション・講評
【最終】学修到達度の確認。これまでの授業内容の振り返り。
4限～5限目途中までの間に作品をブラッシュアップし、jpg形
式で提出。
各自、作品についてプレゼンを行う。
講師からも講評・14回の授業全体を通しての振り返りを行う。
最後に振り返りレポートの記入（向上した点・今後の課題・今
後やりたい事）
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第15回

プレゼンテーション・講評
4限～5限目途中までの間に作品をブラッシュアップし、jpg形
式で提出。
各自、作品についてプレゼンを行う。
講師からも講評・14回の授業全体を通しての振り返りを行う。
最後に振り返りレポートの記入（向上した点・今後の課題・今
後やりたい事）
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各自課題のブラッシュアップ

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習３【AC】
糸曽賢志
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
アニメをはじめとした映像監督、キャラクターデザインなどを国内外で行う教員が担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
キャラクターのデザイン、デジタルを使用した作画表現・アニメーションを学ぶ。様々な映像表現を可能にする動画加工アプリケーショ
ン「AfterEffects」の使用方法を学び、オリジナル作品の制作を通して、デジタルアニメーションの制作手法を習得する。
制作のモチーフとして、実写合成映像、セルアニメーションを研究し、その制作を行う。実写合成映像では、カメラで撮影した映像とCGを合
成する際の作成ポイントを学びながら、様々な映像表現の可能性を探る。セルアニメーションでは、商業アニメの素材を利用して制作手
法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

アニメーションにおける専門用語などの知
識、AfterEffectsの技術を習得。

学んだ知識と技術を活用して映像制作ができ
る応用力を身につけることを目標とする。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

モノマネではない柔軟な「発想」から新し
い作品を生み出すことができ、情報収集とそ
の分析を通じて、新しい発想を産み出し、自
分自身の考えを作品としてまとめることを目
標にする。

2 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことを目
標にする。

3 ．DP10.忠恕の心

プロジェクトワークを通じて、お互いの立
場を思いやり共同目標をやり遂げることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業
の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
※100点満点で60点以上が単位修得可。
※内訳：受講状況・理解度で30点、アイデア20点、作品完成度：20点、期末課題で30点。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講状況
30％
課題のアイデア力
20％
課題の作品完成度
20％
期末試験評価（作品提出）
30％

： 受講状況や課題の出来を確認することで、毎回の授業内容を把握できているかどうかを確認し評
価する。評価は5点刻みとする。
： 課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確認し評価す
る。評価は5点刻みとする。
： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上での作品になっているかどうか
を確認し評価する。評価は5点刻みとする。
： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上での作品になっているかどうか
を確認し評価する。評価は5点刻みとする。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
糸曽賢志『アニメに学ぶ 魅力的なキャラクターと動きの描き方』、マイナビ、2014年。
その他の参考文献等も授業内で随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回3時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。
・毎回の授業の後に復習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
itoso@osaka-seikei.ac.jp
面談などの予約も受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Photoshop・AfterEffectsを使用したアニメ制作の基礎①
セルアニメ素材を使用し歩きの動画を制作。AfterEffectsを使
用した代表的な作品を見ていきながら、映像表現の可能性を解
説します。

第2回

Photoshop・AfterEffectsを使用したアニメ制作の基礎②
キャラクターの表情変化、天候の変化を表現する動
画をAfterEffectsの基本操作を学びながら制作。同時に映像の基
礎も説明します。

第3回

Photoshop・AfterEffectsを使用したアニメ制作の基礎③
基本的なエフェクトの使い方を説明します。キャラクターの演
技、エフェクト動画をAfterEffectsの基本操作を学びながら制
作します。

セルアニメ素材を使用し歩きの動画制作手
法を復習。

3時間

キャラクターの表情変化、天候の変化を表
現する動画制作手法を復習。

3時間

キャラクターの演技、エフェクト動画の制作
手法を復習。

3時間

第4回

Photoshop・AfterEffectsを使用したアニメ制作の基礎④
AfterEffectsの基本操作を学びながら、カット編集、動
画の書き出し方法を学びます。

カット編集、動画の書き出し方法を復習。

3時間

第5回

課題1：個人で作品を企画
個人でオリジナル映像を制作。基本的な操作でできる映像制
作を課題1として行います。個別にチェックをしながら操作の疑
問点などに答えます。

企画考案。

3時間

第6回

課題1：企画プレゼン・作品制作
作品の概要をまとめてプレゼン。制作意図などを確認します。

作品制作。

3時間

第7回

課題1：個人で作品制作
個人でオリジナル映像を制作。個別にチェックをしながら操
作の疑問点などに答えます。

作品制作。

3時間

第8回

課題1：合評

反省を踏まえて、今まで学んだ技術を総復
習。

3時間

個人で制作したオリジナル映像を上映して合評します。中間ルー
ブリックの実施、学生へフィードバック。
第9回

AfterEffectsを使用した実写とCG合成制作の基礎①
実写映像にCGを合成する手法をAfterEffectsの基本操作を学びな
がら習得します。

AfterEffectsの基本操作を復習。

3時間

第10回

AfterEffectsを使用した実写とCG合成制作の基礎②
実写映像の動きに合わせて音符アニメを合成する手
法をAfterEffectsの基本操作を学びながら習得します。

音符アニメを合成する手法を復習。

3時間

第11回

AfterEffectsを使用した実写とCG合成制作の基礎③

グリーンバックで撮影した素材とイラス
トやCGを合成する手法を復習。

3時間

グリーンバックで撮影した素材とイラストやCGを合成する手
法をAfterEffectsの基本操作を学びながら習得します。
第12回

課題2：チームで作品企画
チームを組成して実写とCG、イラストを合成したオリジナル映像
制作を課題2として行います。チーム毎にチェックをしながら操
作の疑問点などに答えます。

企画考案。

3時間

第13回

課題2：企画プレゼン・作品制作
作品の概要をまとめてプレゼンし、各チームの制作意図などを確
認します。チーム毎にチェックをしながら操作の疑問点など
に答えます。

作品制作。

3時間

第14回

課題2：チーム作品制作、合評

反省を踏まえて、今まで学んだ技術を総復
習。

3時間

チームで制作したオリジナル映像を上映し、合評します。最
終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）。
終了後一週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【MD】
市毛史朗
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
アニメーション制作の基礎を学ぶ。アニメーションのための作画、After Effectsを使った動画の編集工程を経て、アニメーション制作に必
要なプロセスを体験する。動画制作においては人体やキャラクター、風景等を様々な角度から描くことにより、描画力の向上を図る。また、デ
ジタル編集を通し画像編集、動画編集の基礎力を身につける。
通常の平面作品では体験できない「動き」「時間」の概念を用いた作品制作をすることにより、多角的な力を高めることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アニメーションに対する理解

動き、時間を意識し動画ならではの表現を発
見する

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

作画の力を高め、ソフトウェアの操作を理
解する。

作画におけるデッサン力を高め、表現したい
ものを実現するデジタルスキルを身につけ
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

作品制作に必要なスキルを理解し、アイデ
アと計画性を持って制作ができる。

2 ．DP6.行動・実践

アイデアを形にするために制作プロセスを工
夫できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題、試験（課題提出）
70％
制作プロセス

： 動画の原理を理解し、美しい動きのアニメーションが制作できたか。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 動画制作、デジタル編集のプロセスを理解し、制作手順を工夫することができたか。

20％
受講態度

： 作品制作のための研究を積極的に行い、計画的に制作できたか。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で適宜資料を用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
アニメーション制作には膨大な手間と時間がかかるため、制作の遅れは未提出や未完成につながりやすい。授業時間外の制作を積極的に行う
と共に、計画性を持って制作を進めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:00~14:30
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場所：

南館3階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

アプリケーションの基本操作

課題①「歩く動き」の制作

サンプルの動画を用いてAfter Effectsの基本操
作を学ぶ。歩く動きを課題とし、ラフスケッチ、作画をデジタ
ル上で行う。

次回に向けて、アプリケーションの使用方
法を復習する。

2時間

第2回

課題①「歩く動き」の講評、課題②「弾む動き」の制作
歩く動きの提出、講評。動きの自然さをチェックし、どうした
ら美しい動きになるかを振り返る。
ディズニーのアニメーション等を参考に、弾むような動きを研
究し動画を制作する。

動画の振り返り、次作の制作

2時間

第3回

課題②「弾む動き」の講評、CLIPStudioによるアニメーショ
ン制作、キーフレームの活用
弾む動きの提出と講評。歩く動きと比較して、より生き生きとし
た動画表現ができたかチェックする。
CLIPStudioによるアニメーション制作の方法を学ぶ。
AfterEffectsでキーフレームを活用した編集を学ぶ。

動画の振り返り、次作の制作

2時間

第4回

手描きアニメーションに使用する機材の基本的な操作、課
題③「手描きアニメーション」の説明
ノートPC、ライトボックス、タッピングと作画用紙の扱い
を学ぶ。手描きによる動画制作の手順を学ぶ。

手描きによる動画制作

2時間

第5回

手描きアニメーションの編集作業、課題③「手描きアニメー
ション」の提出
作成した動画をスキャンし、Photoshopで画像編集を行ったのち
にAfter Effectsでアニメーションに変換する手順を学ぶ。

制作手順の復習

2時間

第6回

課題④「3秒間ドラマ」
これまでの技術を生かし、3秒間のショートアニメーションを制
作する。
マイケル・デュドク監督「岸辺の二人」を参考に、サイレン
トで間を活かしたストーリー表現を考案する。

ストーリーの考案、作品制作

2時間

第7回

課題④「3秒間ドラマ」制作
シナリオを決定し、作品の制作を進める。

作品制作

2時間

第8回

課題④「3秒間ドラマ」提出と講評。最終課題「トランスフォー
ムアニメーション」説明
「3秒間ドラマ」の提出と講評を行う。
最終課題の説明をし、絵コンテの制作を開始する。
中間ルーブリックの実施、フィードバック

3秒間ドラマの振り返り、次作の絵コンテ制作

2時間

第9回

最終課題「トランスフォームアニメーション」絵コンテ制作
絵コンテを作成し、シナリオについて検討する。

絵コンテ、動画の制作

2時間

第10回

最終課題「トランスフォームアニメーション」絵コンテと制
作プロセスの発表
完成した絵コンテと、動画の途中チェックを行う。
進行状況に応じて絵コンテの修正、シナリオの再検討を行う。

絵コンテ修正、動画制作

2時間

第11回

課題「トランスフォームアニメーション」動画制作
修正後の絵コンテに合わせ、作品の方向性を考える。作品の時
間を考慮し、制作計画を立てる。

絵コンテ、動画制作

2時間

第12回

課題「トランスフォームアニメーション」中間チェック
作品の中間発表を行う。コンセプト、今後の進行スケジュールに
ついてプレゼンテーションし、制作の方向性を検討する。

制作スケジュールの振り返り、動画制作

2時間

第13回

課題「トランスフォームアニメーション」仕上げ作業
動画制作を進め、作品を完成に近づける。

動画制作、編集作業、制作の仕上げ

2時間

第14回

課題「トランスフォームアニメーション」提出と講評
課題を提出し、講評会を行う。他の学生の作品も鑑賞し、自己評
価を行う。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）。

作品の振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【MD】
野口周三
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、映画・ドラマの脚本（シナリ
オ）、企画・プロデュースなども担当。（全14回）

授業概要
【マンガ制作及び映像制作】
漫画作品制作において汎用性の高い「シナリオ論」や、映画・ドラマの手法を元にした「映像論」を元に作品制作を行う。ストーリー漫画へ
の理解、ストーリーのあるもの（映画、ドラマ、アニメなど）への理解を深め、自らの作品を制作する。
また、制作した作品の中から優秀だと認められた場合は、マンガ・デジタルアートコースが主催する東京出版社持ち込みツアーに参加し、希
望の出版社において編集者から指導を受けることが出来る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漫画、映画などのストーリについてシナリ
オを分析・理解できる。漫画のコマわりにつ
いての効果を理解できる。

読み切りや連載に向けたストーリー漫
画を作ることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

身に着けた技術で具体的なマンガ作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画・立案の内容
20％
作品を完成させる力
30％
作品のクオリティ、試験（課題提出）
40％
平常点

： 確かな目的、需要を意識し具体的かつ的確な表現方法を用いる計画性があるか。企画力（10点）作
品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
： 制作に必要とする知識・技術について独断ではなく教員に確認をする姿勢があるか。 アイデ
アや要求、提案を作品に昇華させ、完成させる力があるか。
： 企画した狙いを達成するためのアイデアや工夫があるか。クオリティ維持のための必要技術がある
か。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
ストーリー漫画の制作、構成研究に興味あることを必要とする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

南館３F研究室

11時00分～13時00分

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作を行う際の必要な考え方
シナリオ論におけるコードを学び、漫画のプロットを作成する

プロット制作

2時間

第2回

参考映像とプロット
参考映像を視聴し、作成したプロットについて担当教員とディス
カッションしながら理解を深める

プロット制作

2時間

第3回

プロットを完成させる
参考映像を視聴し、プロットからストーリーラインを組み立て完
成させる

プロット制作

2時間

第4回

参考映像とネーム
参考映像を視聴しながら、ネームを制作する

プロット制作

2時間

第5回

ネーム/ディスカッション
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

ネーム制作

2時間

第6回

ネーム/修正
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

ネーム制作

2時間

第7回

下描き
参考映像を視聴し、作成したネームを元に下描きをする

下描きを進める

2時間

第8回

下描き/ディスカッション、中間ルーブリックの実施、学
生へフィードバック
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

下描きを進める

2時間

第9回

制作物のプレゼンテーション
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う

下描きを進める

2時間

第10回

中間合評
互いの作品を合評する。また見られることで更なる修正点に関し
ての気づきを行い、ブラッシュアップを図る

作品制作を進める

2時間

第11回

作品制作
下描きを完成させた後、ペン入れを行い、作品を完成させる

作品制作を進める

2時間

第12回

作品制作/ディスカッション
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う

作品制作を進める

2時間

第13回

作品制作/修正
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う

作品制作を進める

2時間

第14回

最終合評、最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視 化（ポートフォリオ）
最終合評において、東京編集部持ち込みツアーのメンバーを決
定する。(期末試験として評価する)

作品を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習４【IL】
唐仁原希・谷口純弘
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

画家として活動しており、作品制作という実践の中で、絵画研究を行っています。また、ギャラリーや美術
館での展覧会経験があります。(全14回）

授業概要
本授業では。イラストレーションコース3年生展のための作品制作及び展覧会の企画運営を行います。
展覧会のテーマを作品でどのように表現して鑑賞者に伝え、社会に対してメッセージを発信することができるのか、試作を重ね検討し、作
品を完成させる体験を深めます。個人の作風を追求するのはもちろんのこと、社会性を持ったテーマと表現者としての自身がどう立ち向かうか
を見つめ直し、イラストレーターとしての意識を養います。また、展覧会の運営を通して、グループで協力しなら、一つの物事を完遂させ
る力を身につけます。
また、この授業では、元FM802のエグゼクティブプロデューサー谷口純弘先生による指導のもとUNKNOWN ASIAに参加し、より実践的に作家として
の活動を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

作品を展示することを通して、イラストレー
ションが社会で担う役割を認識する。

展覧会という場を通して、作品が学外でどの
ように見られるか理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまで学んだ知識や技能を作品制作に生か
すことができる。

これまで学んだことを応用しながら自身のス
タイルを追求し、完成度の高いオリジナルイ
ラストレーションを制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

展覧会のテーマを理解し、課題設定を明確に
することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

アイデア出しから制作予定まで綿
密に考え、計画的に制作することができる。

3 ．DP6.行動・実践

展覧会の運営がスムーズに行われるよう、グ
ループに主体的に協力することができる。

4 ．DP7.完遂

展覧会の開催に向けて、クオリティの高い作
品を計画的に制作し、完成させることができ
る。

5 ．DP10.忠恕の心

グループで困っているチームがあれば、率
先して助けることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション1

： 提案力、表現力を視点に評価する。
15％

グループ活動（展覧会運営）

： 自主性、統率力、協調性を評価する。
15％

作品制作の企画・アイディア

： 企画性、新規性、表現力を評価する。
10％
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期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。
50％

学修到達目標

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『「かわいい」論』 四方田 犬彦（ちくま新書）
参考資料適宜配布

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められるます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業時間外での制作、リサーチ作業も重視する。各自で制作や調査を自発的に行い、十分な作業量を確保すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜2限

場所：

南館３F研究室2

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、展覧会の主旨
・3年生展の意義、今後の制作に求めることなどの説明する。
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る
・これまでの作品を一人づつプレゼンテーション。それぞれの作
品から作風と、個別の課題をクラスで共有し、グループ展の共同
出品者の意識を醸成する。
・展覧会テーマの検討

第2回

個人作品テーマ検討
・展覧会全体のテーマの検討
個人で考えてきたことを発表しあい、ディスカッショ
ンを経て、テーマを決定する。
・役割分担
展覧会は全員が運営スタッフも兼ねて開催までの全プロセスに参
加するが、リーダー、デザイン、広報、イベント企画など、役割
分担を行う。

第3回

DMデザイン決定/個人作品テーマ決定
・リーダーを中心にDMデザイン決定(デザイン班はDM制
作に取り掛かる)
・個人作品のテーマを決定し、制作に入る。
・独りよがりの作品とならないよう、並行して取材・リサー
チ、資料収集を行う。

第4回

作品制作の計画/ラフスケッチの制作
・テーマにそって作品制作の計画を立てる。
・作品のラフスケッチを描く。まずはなるべく多くのアイデ
アを出し、ラフスケッチの数を増やすことを目指す。
・制作のための取材、資料収集など
・デザイン班：DMのデザイン確認

第5回

ラフのブラッシュアップ
・複数案の中から、アイデアをブラッシュアップし、徐々に本制
作のプランを固めていく。
・各自の作品コンセプトを見直すため、中間講評を行う。
・受講生全体の内容を共有し、一人一人が制作内容を見直し改
善する。
・デザイン班：DMのデザイン確認

展覧会概要を理解し、展覧会のテーマとDMデ
ザインを各自制作する。

2時間

授業内での議論を踏まえ、個人作品の内
容を検討する。必要に応じて取材・リサー
チを行う。

2時間

決定したテーマに合わせてラフスケッ
チを描く。取材・リサーチを重ねる。

2時間

授業内での指摘を踏まえ、さらにラフスケッ
チを描く。

2時間

取材・リサーチの結果をノートにまとめ、本
制作のプランを決定する。

2時間

第6回

制作計画の決定、本制作
・ラフスケッチをもとに計画を決定し、本制作に移る。
・各自の制作過程はディスカッション等を通し受講生全体で共
有する。
・デザイン班：DMのデザイン確認

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第7回

本制作
・制作過程のチェック、アドバイス
・取材・リサーチの結果が適切に反映されるよう注意する。
・デザイン班：DMのデザイン完成

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第8回

中間講評
・各自の作品コンセプトを見直すため、中間講評を行う。
・受講生全体の内容を共有し、一人一人が制作内容を見直し改
善する。
・中間学修到達度の確認と面談等を行う。
・広報班：DMの郵送など

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第9回

「UNKNOWN ASIA」について講義/谷口先生
・谷口先生講義
UNKNOWN ASIAは、アーティスト主体のアートフェアとし
て2015年から開催されている。
10月の参加に向けて、UNKNOWN ASIAについての講義を行う。

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間
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第10回

中間講評の振り返り
・中間講評の結果を踏まえて、修正点を検討する。
必要に応じてさらに取材を行い、作品の内容を検討し直す。

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第11回

本制作
制作過程のチェック、アドバイス

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第12回

本制作
制作過程のチェック、アドバイス
デザイン班:キャプションの制作

授業内での指摘を踏まえ、制作を進める。

2時間

第13回

作品の仕上げに向けてのチェック

展覧会に向けて、作品が展示できる状態にな
るよう作業する。

2時間

合評会の振り返り、レポート

2時間

・作品の最終的な完成度をあげるため、仕上げ作業のチェックを
する。
・各自展示に向けた作品の調整、展示備品の用意等を行う。
第14回

展覧会搬入と講評会/教員二人で担当
・展覧会の搬入作業を行い、展示を完成させる。
・展示された状態で合評会を行い、反省点や今後の課題を検討す
る。
・合評会では谷口先生が参加。「UNKNOWN ASIA (10月開催予
定)」の選考会を同時に行う。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習４【VD】
門脇英純
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

企画制作会社でクリエイティブディレクターとして、企業の広告を計画・商品ブランド開発、コミュニケー
ションデザインの実務（全14回）

授業概要
今まで知識や経験を十分に活かし３年生展として作品発表のための作品制作を行います。課題を自分で見つけ解決するべき課題を明確にするこ
とで戦略の組み立てが可能になるのです。制作実習は、自ら課題を見付け出し、課題の調査結果を基にビジュアルデザイン設計「媒体計画・表
現計画」を行ないます。広告、アートグラフィック、イラストレーションなど視覚化、具体化の方策を実習する。作品制作は個人を基本と
し、展覧会の企画・運営はグループワークとして、討論、企画、取材、編集、制作のプロセスを重視します。役割分担を自主的に関わり、スケ
ジュール管理、広報活動から会場設営まで実践的に学びます。プロのデザイナーが展覧会を開催するペーパーボイスギャラリー大阪でビジュア
ルデザイン展を開催します。開催場所：ペーパーボイスギャラリー（7月末）。授業進行の中での学生向け研究倫理教育、デザイナーとして
の立ち振る舞いを学ぶ。学習の可視化として養うべき力を学修到達目標を示します。7～8回目の中間次に確認調査/個人面談、授業終了に学
習の振り返り学修到達目標評価の確認/個人面談を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門技術

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）し、ビジュアルデザイ
ン制作することができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

2 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ、チーム活動の内容を理
解し主体的に取り組むことができる

3 ．DP7.完遂

チーム活動の内容を理解し、主体
的に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる

4 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
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原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション

： 提案力、表現力を視点に評価する。（15点、10点、6点）
15％

グループ活動（展覧会運営）

： 自主性、統率力、協調性を評価する。

（15点、10点、6点）

： 企画性、新規性、表現力を評価する。

（15点、10点、6点）

15％
作品制作の企画・アイディア
10％
期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。（S:50点、A:40点、B:30点、C:25点）
50％

学修到達度評価

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。（10点、8点、6点）
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
○アートディレクションの「型」/ デザインを伝わるものにする30のルール 誠文堂新光社
さまざまな課題をデザインやビジュアルを使って解決する営みのこと。適切にデザインやビジュアルを使いこなす「目と思考力と実行
力」が求められています。「目と思考力と実行力」のなかから、とくに重要なものを「アートディレクションの型」として30個ピックアッ
プ。どうすれば、ビジュアルで「伝える」ことができるようになるのか。人びとの気持ちを動かせるデザインをつくれるのか。自分の実力以
上の表現を生み出すこ、ただ美しいだけではなく「ささる」「伝わる」デザインとはなにかを学べる1冊。
○新版 論文の教室 レポートから卒論まで
NHKブックス
大学生のバイブルが生まれ変わった! インターネットなどの情報へのアクセス法をより詳細に解説。それを使うと必ず作文がヘタになる「禁句
集」など巻末付録も充実。より読みやすい論文を書くための文章指南としても使える決定版。キミは論文って何かを知っているか!

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日1.２限

場所：

南館１階 門脇研究室

備考・注意事項： 金曜1.２限目をオフィースアワーとしている。授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「演習4について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学修到達目標についての説明。3年生展、制作計画の発表＆研究
倫理について

①学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
②制作計画の発表。テーマの話し合いを行います。３年生展とし
て作品発表のための作品制作を行う。ビジュアルデザインコー
スが、習得してきた表現や技法、今まで知識や経験を十分に生か
し作品制作は個人を基本とする。展覧会の企画・運営はグループ
ワークとして、共同制作の役割分担を自主的に関わり、スケ
ジュール管理、広報活動から会場設営まで実践的に学ぶ。開催場
所 ペーパーボイスギャラリー（７月15日～7月28日）
③3年生作品制作の中での学生向け研究倫理教育を学ぶ。
第2回

展覧会のテーマ、コンセプトの検討

展覧会のテーマの話し合いを行います。
各自３つのテーマ、概要をプレゼンテーションします。
フィードバックシートに他の学生から受けた内容を記入してくだ
さい。
テーマの概要のの良い点、問題点
プレゼンテーションの良い点、問題点
第3回

展覧会での役割分担検討、テーマの決定
①展覧会の役割分担（グループワーク）
ブレーンストーミング法を使い展覧会を開催、運営するにはどん
な役割が必要か話し合います。90分振り返り10分
・４人１組になり15分間の話し合います。各グループごと
に話し合った案を発表します。
・各自１つの役割に携わります。役割ごとに集まり、仕事内
容と今後の計画を立てます。
②展覧会テーマの決定
テーマが出揃った段階で、今年度のビジュアルデザインコー
スの３年生展のテーマの絞り込む討議を行います。90分
振り返り10分

第4回

作品の企画立案（計画書）
個人制作の企画立案
・個人制作の企画書を基に個人面談形式で話し合います。
・講師からの改善点を振り返り、企画書の作成を行います。
誰がターゲットなのか、どこで行われるのか、どんなこと
を行うのかを文章と図で作成しましょう。
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個人制作のテーマを考えてください。社
会で現在起こっている課題、企業や製品か
ら課題を発見してデザイン力で解決できるこ
となどからテーマを３案と企画の概要を文章
化してきてください。

4時間

講師、他の学生より受けたフィードバッ
クを自身の改善にいかし新たなテーマと概
要を考えて文章にしてください。展覧会を運
営するには、どんな役割分担を行えば効果
的か調べてきてください。

4時間

展覧会テーマが決定したことを受けて、個人
作品の企画を立案しましょう。企画書の作
成を行ってください。

4時間

中間講評を前に、企画書を整え発表用のパ
ワーポイントを作成しましょう。展覧
会のDMデザインを行ってください。

4時間

4396
第5回

作品コンセプトの発表＆運営計画の中間講評（方向性の再確
認）
個人制作のプレゼンテーションを行います。190分振り返り10分
・各自8分間の発表時間内で個人制作テーマ、企画内容を発表し
てください。
・聴衆している学生は、フィードバックシートに発表者から受け
た内容を記入してください。
テーマの概要のの良い点、問題点、プレゼンテーショ
ンの良い点、問題点
・講師から発表後、良い点、改善点をフィードバックします。
①完成に向けて作品の完成度を上げる。
②面談形式で、作品のアドバイスをおこなう。

講師、他の学生から受けたフィードバッ
クを活かし、企画の修正を行ってくださ
い。展覧会のDMデザインを完成させてくださ
い。

4時間

第6回

展覧会DMデザイン審査＆作品コンセプトのブラッシュアッ
プ（個人の制作）
①展覧会DMデザイン審査 40分
・各自から提出された展覧会DMデザインの審査を行います。
・デザインに対して制作者は簡単に制作意図、アピールポイン
トを発表します。
②作品コンセプトのブラッシュアップ（個人の制作）160分
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行いま
す。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のラフデザイ
ンを行ってください。

個人作品のラフデザインを10案作成してくだ
さい。

4時間

第7回

グラフィックデザイン制作１（個人制作）＆中間学修到達目
標の確認調査
①展覧会の運営企画 40分
・役割ごとに企画の発表、スケジュールを発表してもらいま
す。今後の課題を共有しましょう。
②個人作品のデザイン作成（個人の制作）160分
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行いま
す。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のラフデザイ
ンを行ってください。
③学修到達目標の中間確認調査

展覧会のグラフィック作品のデザインを進め
てください。

4時間

第8回

中間学修到達目標の確認面談及びグラフィックデザイン制
作２（個人制作）
①中間学修到達度の確認と面談等を行う。90分
・中間時点までの成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしてい
く点をアドバイスします。
②個人作品のデザイン作成（個人の制作）100分振り返り10分
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行いま
す。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
・自己評価、教師からアドバイスを受けます。

展覧会のグラフィック作品のデザインを進め
てください。

4時間

第9回

グラフィックデザイン制作３（個人またグループでの制作）
＆展覧会の運営企画

展覧会のグラフィック作品のデザインを進め
てください。役割ごとに運営計画を話し合っ
てください。

4時間

個人作品のデザイン作成（個人の制作）190分振り返り10分
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行いま
す。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第10回

グラフィックデザイン制作４（個人またグループでの制作）
＆展覧会展示の計画（個人制作）＆展覧会広報計画
①展覧会運営の話し合いを行います。役割ごとに話し合いを進め
ていきます。90分振り返り10分
・展覧会の作品展示計画
・展覧会の広報計画
・展覧会の記録計画
②個人作品のデザイン作成（個人の制作）90分振り返り10分

役割ごとに計画書を作成してください。

4時間

第11回

グラフィックデザイン制作５（個人またグループでの制作）

展覧会のグラフィック作品のデザインを進め
てください。役割ごとに運営計画を話し合っ
てください。

4時間

個人作品のデザイン作成（個人の制作）190分振り返り10分
・個人制作の作品確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第12回

グラフィックデザイン制作６（個人またグループでの制作）最
終仕上げ
個人作品の最終仕上げを行う。
ポスターパネルにグラフィック作品を張り合わせる。
展示用キャプションの仕上げ

合評に向けてプレゼンテーションの準
備を行ってください。

4時間

第13回

完成作品の講評、学修到達目標調査及び個人面談

合評に向けてプレゼンテーションの準
備を行ってください。

4時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。

4時間

①完成した作品の全体講評を行います。190分振り返り10分
第14回

作品成果発表 展覧会 ペーパーボイスギャラリー、終了後作
品提出
①作品成果発表 展覧会 ペーパーボイスギャラ
リー（７月15日～7月28日）
第14回の講評、学生からのフィードバックより学んだ事の振
返りレポートを作成する
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
②最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
・課題への取り組み、本授業で養われた力を自己評価、教員評
価を行います。
・成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしていく点をアドバイ
スします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習４【GA】
伊藤俊輔・丹羽学
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回＋展示会実施）

授業概要
3年生夏季休暇前後に行われる3年生展に向けた作品の制作と準備を行います。作品は個人もしくは少人数のグループ制作としますが、社会
性を意識したテーマを設定し、幅広い技法と表現で作品の質を高めることを目標とします。また展覧会に向け、運営や広報、会場設置プラ
ン、展示、アンケートなどの担当に分かれたグループワークによる準備を行い、制作のみならず展覧会実施に向けたスケジュール管理など体系
的なマネージメントも学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

設けられる展示テーマに対し、コンセプ
トの理解と自身の作成物に対し必要な知
識を得ることができるようになります。

展覧会の開催と、制作を完了させるために必
要なツールの使用方法などのスキルを習得す
ることができます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

質の高い作品制作だけでなく，広報物の作
成を通じ、今まで学んできたスキルを活用し
ます。

教員のサポートを受けつつも、学生主体で展
示に必要な広報物や展示レイアウトの考察な
どのワークフローを行い、身に着けさせま
す。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

制作中に起こった問題点の解決をするため
に、個人の制作物から全体の進行まで見
渡す事ができます。

2 ．DP5.計画・立案力

展覧会までのスケジュールを把握して進行し
ます。

3 ．DP6.行動・実践

企画した内容を叶えるために実作業やスキ
ル習得を行う事ができる。

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作と平行して広報物や宣伝活
動を行なう。

5 ．DP10.忠恕の心

コース全体作業となるので、互いの作業理
解や協力体制を築き、よりよい運営体制を目
指します。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション

： 提案力、表現力を視点に評価する。
15％

グループ活動（展覧会運営）

： 自主性、統率力、協調性を評価する。
15％

作品制作の企画・アイディア

： 企画性、新規性、表現力を評価する。
10％

期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。
50％
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学修到達目標

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
授業内では全体の展覧会に向けた課題や各自作品の進捗状況の報告に取り組み，授業外では各自の作品制作に取り組むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
Mail : ito@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【UE4】BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスと役割分担の検討／研究倫理について／学習到達目
標の解説
三年生展についての解説と授業計画のガイダンスと行います。
それぞれが積極的に関わるよう担当部署と役割を決めます。ま
た研究倫理について学びます。

次回授業時までに自身が作りたいものについ
て企画テーマ等の考案を開始させておくこ
と。

4時間

企画考案の具体化を進める事。テーマに沿っ
た企画であるかの確認も行っておく事。

4時間

次回授業時に企画発表を行うので、まだ未完
成の場合は次回授業時までに完成させてお
く事。

4時間

企画発表の際に受けたレビュー内容に合わせ
た企画改善作業を行う事。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

作品制作を発表を意識した段階まで仕上げ
る事と、プレゼン準備を次回授業までに完
了させておくこと。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

作品制作を発表を意識した段階まで仕上げ
る事と、プレゼン準備を次回授業までに完
了させておくこと。

4時間

学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

展覧会企画を考える
どのような展覧会を企画するのか、また各自が運営、広報、設置
計画など準備と実施に伴う各担当グループに分かれ準備を始めら
れる状態を作ります。

第3回

展覧会をする場所の選定
幾つかの展覧会の候補地を絞り、実際に見学も行い候補地を決め
ます。
また展覧会の具体的な内容も確定します。

第4回

作品企画の初回発表
展覧会で発表する作品の企画内容を発表し、担当教員からの評
価、指摘を受ける。
そのうえで実際に制作する作品内容を確定させる。

第5回

展覧会準備と作品の制作・制作開始と環境構築
展覧会名、デザインワークの制作開始。
作品制作に必要な環境構築のための調査を行い、授業後から制
作を実際に進められる状態を作ります。

第6回

展覧会準備と作品の制作・問題点の洗い出しと必要資材の準備
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
また展覧会のための準備（必要な機材や資材）も行います。

第7回

展覧会準備と作品の制作・中間発表時に必要な資料の準備
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
また、中間発表のプレゼン資料の制作を行います。

第8回

作品制作の中間発表：現時点の進捗報告と方向性の再検討／学
習到達度の中間確認
制作の途中経過を発表します。
担当教員からのレビューや作業進捗、スピードに合わせて
自身の制作物の内容やスケジュールの再検討を行います。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

第9回

展覧会準備と作品の制作・本制作開始
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
中間発表時の再検討内容に合わせて作業内容を調整していきま
す。
また展覧会のための準備も行います。

第10回

展覧会準備と作品の制作・集中制作
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
この時点からは、制作環境が固められたうえで作業に集中でき
る状況を作っておく事が求められるので、問題が発生している場
合は担当教員などのサポートを受けて解決させておきます。
また、中間発表のプレゼン資料の制作を行います。
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第11回

作品制作の中間発表：制作終盤の進捗報告
制作の途中経過を発表します。

第12回

展覧会準備と作品の制作・完了までの作業タスクの可視化
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
残りの作業タスクで不明点が残っていない状況を作り、制作完
了までの道筋を確定させておきます。
また展覧会のための準備も行います。

第13回

展覧会準備と作品の制作・完成
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。
この時点で、作品制作を完了し、作品の展示可能な状
態を作り上げます。

第14回

振り返りとまとめ、展覧会の実施準備／学習到達度の最終確認
完成した作品を発表し、意見交換を行います。
展覧会の開催準備。展示予定日までに作業割り振り等の準備内
容を確定させます。
最終の学修到達度の確認と面談等を行う。
なお、14回後に行われる実際の展示会については全14回の授
業に加えての内容となります。
展示会の本番は7月下旬から9月上旬の間、3～5日間の展覧会を実
施される予定です。
展覧会運営と搬入や搬出など含めた充実した実施を目指します。
展示会実施後、振り返りを行う事で３年生展が完了となります。
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各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

各自の企画内容に沿った作品制作作業。進捗
状況に合わせて授業外での制作を進めてくだ
さい。

4時間

レビューに沿った対応作業を行う事。展覧会
実施までに、授業外の時間を使ってクォリ
ティアップを図る事。

4時間

4398

333

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習４【AC】
糸曽賢志・内田英武
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
プロとして映像（アニメ、実写）の監督またはプロデューサーの実績を持つ教員が担当する。（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
3年生夏季休暇前後に行われる3年生展に向けた作品の制作と準備を行います。作品は個人もしくは少人数のグループ制作としますが、社会
性を意識したテーマを設定し、幅広い技法と表現で作品の質を高めることを目標とします。また展覧会に向け、運営や広報、会場設置プラ
ン、展示、アンケートなどの担当に分かれたグループワークによる準備を行い、制作のみならず展覧会実施に向けたスケジュール管理など体系
的なマネージメントも学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アニメーションやキャラクターデザインの基
礎知識のほか、外部での発表に向けた準
備の中で、各方面との調整や交渉が必要にな
る。

展覧会の開催と少しでも多くの観客動員を目
指し、作品をよりよく見せることを目標にす
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

質の高い作品制作だけでなく、広報物の作
成を通じ、今まで学んできたスキルを活用す
る。

質の高い作品制作だけでなく、広報物の作
成を通じ、今まで学んできたスキルを活用で
きることを目標にする。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

作品完成に至るまでの課題、自信の課
題を見つけ解決方法を模索する能力を育むこ
とを目標にする。

2 ．DP5.計画・立案力

展覧会までのスケジュールを把握して進行で
きることを目標にする。

3 ．DP6.行動・実践

各自の作品制作と平行して広報物や宣伝活
動を行ない、思い描いたことを実践できる能
力を育むことを目標にする。

4 ．DP7.完遂

各自の立案した企画を最後まで完遂すること
を目標にする。

5 ．DP10.忠恕の心

グループワークを通じて人を思いや
る心を育むことを目標にする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
完成した作品および展覧会の実施をもって最終試験とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション
15％
グループ活動（展覧会運営）
15％
作品制作の企画・アイディア
10％

： 各自が設定したテーマに沿った内容になっているか、作品としての仕上げが適切であるか、展示と
しての完成度を5点刻みで評価。
： 展覧会の開催がスムーズに行われたか、各担当部所への参加度と対応など運営状況を5点刻みで評
価。
： 作品の独自性と、制作上のスケジュールと技術的な問題に対して適切に設定しているかを5点刻み
で評価。

411

4398
期末試験評価・作品提出
50％
学修到達目標

： 各自が設定したテーマに沿った内容になっているか、作品としての仕上げが適切であるかを5点
刻みで評価。
： 各自の立案した企画を最後まで完遂することができているかを5点刻みで評価。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
授業内では全体の展覧会に向けた課題や各自作品の進捗状況の報告に取り組み，授業外では各自の作品制作に取り組むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業時間外で質問・制作相談がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸曽：itoso@osaka-seikei.ac.jp
内田：授業内で連絡
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスと役割分担の検討／研究倫理について
三年生展についての解説と授業計画のガイダンスと行います。学
修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明すると
ともに、それぞれが積極的に関わるよう担当部署と役割を決めま
す。また研究倫理について学びます。

企画考案

2時間

第2回

展覧会企画を考える
どのような展覧会を企画するのか、また各自が運営、広報、設置
計画など準備と実施に伴う各担当グループに分かれ準備を始めま
す。

企画考案

2時間

第3回

展覧会をする場所の選定
幾つかの候補地に絞り、実際に見学も行い候補地を決めます。ま
た展覧会の具体的な内容も確定します。

企画考案

2時間

第4回

作品企画発表
展覧会で発表する作品の内容を確定します。

企画考案

2時間

第5回

展覧会準備と作品の制作
展覧会名、デザインワーク開始

作品制作

2時間

第6回

作品の制作と問題点の抽出
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。また展覧会の
ための準備も行います。

作品制作

2時間

第7回

作品制作においての改善方法の模索
企画した作品を制作しながら、出てきた問題点に対する改善方
法について相談します。また展覧会のための準備も行います。

作品制作、プレゼン準備

2時間

第8回

作品制作の中間発表
制作の途中経過を発表します。中間到達度の確認。

作品制作

2時間

第9回

展示方法の模索
企画した作品を制作しながら、展示方法の考案、展覧会のため
の準備も行います。中間学修到達度の確認と面談等を行います。

作品制作

2時間

第10回

展覧会準備と作品の制作
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。また展覧会の
ための準備も行います。

作品制作

2時間

第11回

作品の制作・修正
企画した作品を制作し、問題点などを相談します。また修正でき
る箇所は担当教員の指示に従い直していきます。

作品制作

2時間

第12回

作品制作の状況発表
制作の途中経過を発表します。

作品制作

2時間

第13回

展覧会準備と作品の制作・ブラッシュアップ
企画した作品を制作し、問題点などを相談するとともに作品の最
終仕上げを行います。また展覧会のための最終準備も行います。

作品制作

2時間

第14回

振り返りとまとめ（展覧会の実施）

展覧会の実施内容と作品制作プロセ
スの振り返り

2時間

7月下旬から9月上旬の間、3～5日間の展覧会を実施する。展覧会
運営と搬入や搬出など含めた充実した実施を目指す。また完成し
た作品について学生同士で意見交換を行います。また最終の学修
達成度の確認と面談等を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習４【MD】
市毛史朗、藤川亜美、弘司
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
3年生展に向けた作品制作、及び展覧会運営を行う。作品は個人もしくは少人数のグループ制作とし、昨今の社会情勢等も考慮したテーマに沿っ
て制作する。マンガ、イラストレーション、アニメーション等表現形態は自由とし、各自がテーマに対して自由なアプローチで表現し、技術
力を高めることを目的とする。
また、展覧会運営も学生の手で行いグループワークの経験を積むことにより、個人での制作にとどまらず、自身と他者の作品の見せ方について
も学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

作品制作を通して様々な技法に触れ、専門
的な知識や技能を深める。

技術力を高め、自身のイメージを具体的なビ
ジュアルで表現できる力を身につける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

展覧会を企画運営し、世の中に作品発表する
ということについて理解する。

グループワークを経て、各自のプレゼンテー
ションを行い、展覧会での作品発表を目標と
する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

展覧会にふさわしい制作テーマ、課題を塾
考する。制作を行うための調査、資料収
集を十分に行う。

2 ．DP5.計画・立案力

展覧会の企画や、運営に携わりグループワー
クでの共同作業における役割分担や、スケ
ジュールの進行管理、制作費用などの体系
的なマネージメントを実践的かつ総合
的に身につけることを目標とする。

3 ．DP6.行動・実践

表現技法について研究し、試作を重ねて技術
力を高める。

4 ．DP7.完遂

目標を設定し、到達までの道筋をイメージし
て計画的に達成していく。

5 ．DP10.忠恕の心

自身の知識と創意工夫、他者との協力を以っ
て誠意のある制作を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション

： 提案力、表現力を視点に評価する。
15％

グループ活動（展覧会運営）

： 自主性、統率力、協調性を評価する。
15％

作品制作の企画・アイディア

： 企画性、新規性、表現力を評価する。
10％

期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。
50％

学修到達目標

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められている。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜3限（13:10～14:50）

場所：

南館3F研究室1_2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

ガイダンスと役割分担の検討/研究倫理について
3年生展についての解説と授業計画のガイダンスを行う。それぞ
れが積極的にかかわるよう、担当部所と役割を決める。
また、作品を制作していく上で必要となる研究倫理につい
て学ぶ。
研究倫理教育の実施と、学修到達目標についてこの授業の学び
と養われる力を説明する。

企画考案

2時間

第２回

展覧会企画を考える
どのような展覧会を企画するのか、また各自が運営、広報、設置
計画など、準備と実施に伴う各担当グループに分かれ、準
備を進める。

企画考案

2時間

第３回

展示方法の学習、検討
作品の展示形態、展示方法にはどのようなものがあるか、具体
例を示し学習する。自身の作品をどのように展示するか検討す
る。

企画考案

2時間

第4回

作品企画発表
展覧会で発表する作品の内容をプレゼンテーションし、制作内
容を確定させる。

企画考案

2時間

第5回

展覧会準備と作品制作
展覧会名、DMのデザインをコンペ型式で選定する。

作品制作

2時間

第6回

展覧会準備と作品制作 展覧会のための準備
作品制作を進め、展示方法等について検討する。

作品制作

2時間

第７回

展覧会準備と作品制作 中間発表準備
作品制作を進め、次週の中間発表準備を行う。発表に向けた準
備の中で、今後の問題点を発見する。

作品制作

2時間

第８回

作品制作の中間発表
制作の途中経過をプレゼンテーションする。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

作品制作

2時間

第９回

展覧会準備と作品制作 チェックと準備
プレゼンテーションの結果を受け、発見した問題点の改
善を行う。

作品制作

2時間

第10回

展覧会準備と作品制作 展示方法の検討
作品制作を進めると共に、どのような展示形態とするか、最終
的なアウトプットを検討する。

作品制作

2時間

第11回

展覧会準備と作品制作 展示プランの検討
各自の展示プランに応じて、開場全体でどのような展示となる
か、開場レイアウトについて検討する。

作品制作

2時間

第12回

作品制作 仕上げに向けた作業
制作を進め、作品の完成度を上げるとともに展示方法について
も最終的な検討を行う。

作品制作

2時間

第13回

最終合評準備
次週の最終発表に向けて、問題点を解決し、作品の仕上げ
を行う。

作品制作

2時間

第14回

最終合評

振り返りとまとめ、展覧会の実施、実施
後の総括

2時間

完成した作品を発表し、意見交換を行う。展覧会の開催に向け
た最終確認。
展覧会運営と搬入や搬出など、運営に関わる作業について確認す
る。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【IL】
漆崎憲介
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

デザイナー、アートディレクターとしては日本の代表的な広告賞として知られる「日本雑誌広告賞受賞」「朝
日広告賞受賞」「電通広告賞受賞」「経済産業大臣賞受賞」受賞 、海外でも「Times Asia －Pacific
Advertising Awards」を受賞され、高い専門的能力を実証されている。

授業概要
イラストレーションの理解、実践力を身につけることを目的とし、冊子zine（自主制作の雑誌、作品集）の製作を通して、
編集の考え、ストーリーの構築、そして、全体のデザインを考えます。
自身が生み出したイラストを最大限に活用して、目的と構造を考え、編集経験を通して、それぞれの絵柄の探索、作家性の探求について考える
きっかけとし、編集作業・文章表現・イラスト表現・装丁・製本について学びます。本授業では、各自zineを2種類製作します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

デジタルとアナログを併用して編集、デザイ
ンのスキルを養う。

テーマを設定し、イラスト・文
章表現・装丁・製本に至る全てを実際の制
作を通して学ぶ。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

企画立案、全体の制作スケジュール管
理を学びます。

2 ．DP6.行動・実践

イラスト・デザインの実技を通して、制作ス
キルを高めます。

3 ．DP7.完遂

最終的にzineを2種類が仕上がります。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。60％以上の出席がなければ成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）

： 提出された最終課題を企画/イラスト/デザイン/編集の4つの観点で評価する
80％

プレゼンテーション

： 自身の作品コンセプト・自己評価をわかりやすく述べることができたかどうか。
10％

その他の課題2

： 講義内での演習において、前向きな取り組みが出来ている
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：
備考・注意事項： 授業前後の質問歓迎。その他連絡を取りたい場合は、授業中に指示するメールアドレスに連絡のこと。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の説明
zineとはどういったものか、作品や事例を交えzineが出来るまで
を解説。

zineとは何かを調べ、理解の補助とする

2時間

第2回

デザイン・編集の基礎
書体・レイアウトデザインの基礎演習、台割りの作成

コンセプト、アイデアを考える

2時間

第3回

構成を考える1 アイデア構築
企画書の制作

コンセプト、アイデアを考える

2時間

第4回

構成を考える2 企画構成
企画書のプレゼン

コンセプト、アイデアを考える

2時間

第5回

制作演習1 アイデアのブラッシュアップ
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第6回

制作演習2 アイデアの具体化
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第7回

制作演習3 素材制作（イラスト・写真）
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第8回

制作演習4 素材制作（イラスト・写真）
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第9回

制作演習5 面付け
ダミーでの中間プレゼンテーション→フィードバック(中間ルー
ブリックの実施)

ラフデザインを完成させる

2時間

第10回

制作演習6 組版
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第11回

制作演習7 組版
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第12回

制作演習8 組版
zine制作演習

作品制作を進める

4時間

第13回

制作演習9 製本
zine制作演習

作品制作を進める

2時間

第14回

制作演習10 プレゼンテーション
制作物のプレゼンテーション→フィードバック（最終ルーブリッ
クの実施)

作品を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【VD】
近藤泰岳
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

プロカメラマンとして、あらゆる撮影手法を考察し、雑誌、書籍、広告、資料、展示などに使用する写真撮
影を担当（全14回）

授業概要
「写真技術と作品制作」
作品・モチーフを題材に、ポートフォリオ形式の作品制作を行うことにより、実践的な写真技術の習得を行う。
作品撮影に至るプロセス、表現に必要な、広告・デザイン・コンテンツ制作の現場で意識される写真撮影の技術を習得する。技術の習得ととも
に思考することにより写真作品に対する評価、表現者として、作品の言語化、プレゼンテーション技術を習得する。
最終作品課題として、プレゼンテーションを含めたポートフォリオ形式の作品を制作をします。
希望者には写真家、プロカメラマンへの登竜門となる作品制作の指導を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ライティングを使用した商品撮影と編集作
業の集大成として、ポートフォリオの作
成を行う。

デザインのための写真撮影をライティングに
より、クオリティーの高いデザインの素
材を作る事を目標の１つとする。次にポート
フォリオの作成で構成力・編集力を養う。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

ポートフォリオ形式の写真を制作し、自ら
が課題を持って撮影する力を養う。

2 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品
30％
試験（最終課題作品提出）

： 課題 スナップ１回 商品撮影１回 ポートレイト１回
提出の完成度、技術力、表現力で評価

作品ポートフォリオ1回

： 最終課題の完成度とプレゼンテーションの評価
40％

受講態度

： 撮影実習に対する取り組みの積極性で評価する。
20％

振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
写真の本質―スティーブン・ショアー入門書
スティーブン・ショアー（著） 出版社：ファイドン
世界の写真家１０１
多木浩二（著）、大島洋（編）

出版社：新書館

履修上の注意・備考・メッセージ
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計４回の課題

4404
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日４限目

場所：

教室または研究室

備考・注意事項： 授業後（９０分以上）に質問や作品の講評、授業外で撮影した写真を見せてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

写真で何を表示するのか
講義 撮影実習 心象風景など

第2回

撮影技法 光のコントロール

人物

講義 スタジオ撮影実習で、人物撮影の光のコントロールについ
て学ぶ。

心象風景スナップ撮影

6時間

スタジオ撮影での光のコントロールを生かし
て自然光でポートレイトの撮影

6時間

第3回

撮影技法 光のコントロール 商品撮影
撮影実習 スタジオにおける商品撮影

自宅で気に入った小物を撮影

6時間

第4回

写真に関する画像処理技術
講義、デジタルにおける写真の扱い
Photo Shop を用いてのレタッチ

人物

商品のレタッチ

6時間

第5回

撮影技法 自然光での撮影 スナップ ポートレイト
撮影実習 屋外の自然光のもとでのポートレイトの撮影

人物

スナップ撮影

6時間

第6回

撮影技法 自由撮影
撮影実習 各自テーマと表現方法を模索しつつ自由に人物など
を撮影する

人物

スナップ撮影

6時間

第7回

セレクトに関する技術
講義、撮影した写真のなかからセレクトする実習

セレクトした写真から、ポスターを作成する

6時間

第8回

作品撮影に向けての準備

作品撮影に必要な準備物・材料の検討、準
備をする

6時間

教室内・授業時間内で撮影できない写真を撮
影する

6時間

教室内・授業時間内で撮影できない写真を撮
影する

6時間

プレゼンテーションに向けて作品の言語
化を文章化する

6時間

プレゼンテーション、作品制作に必要な作
業を実施する

6時間

作品撮影に向けての撮影計画プランを作成、絵コンテ、撮影企画
書を作成する。
（中間ルーブリック判定）授業の進捗状況を、ルーブリックをも
とに、自己評価し、教師からアドバイスを受けます。
第9回

作品撮影実習
制作実習。作品の撮影。

第10回

作品撮影実習
制作実習。作品の撮影。

第11回

作品写真のレタッチ
photoshopを使用し作品のレタッチを実施する

第12回

作品に合わせて個人指導
作品写真の評価に対して、必要なレタッチ作業、再撮影

第13回

作品に合わせて個人指導
作品写真の評価に対して、必要なレタッチ作業、再撮影

写真の編集作業

6時間

第14回

プレゼンテーション
プレゼンテーションを行い講評。
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。

講評をうけて作品の考察をする

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【AC】【GA】
ヨシオカサトシ
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コナミなどのゲーム企業において１９年間デザイナー、ディレクターとしての実務経歴を有する。
フリーランスイラストレーターとしても１０年間におよび、音楽業界、出版業界、ゲーム業界などで
様々な絵仕事に携わってきた。（全14回）

授業概要
ゲーム業界を中心にや音楽業界、出版業界など様々な業態の実際の仕事を仮想して
市場のクオリティラインに描画力を引き上げるべく指摘・指導や課題添削することで
より市場を意識したクオリティの高い描画ができるように実習指導していきます。
送り届ける先を明確にすることに自身の作品をより客観視できるように学んでいきます。
ポートフォリオなどに掲載しても各人の力量を効果的に見せることができる作品作りを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

能動的に創作において必要な情報収集やボ
キャブラリーの蓄積を行うことを習慣とし
て学ぶ

必要な情報収集能力と観察眼の向上。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

様々な媒体においてのグラフィックやイラス
トを作成する上での応用的な知識や技
能を学ぶ

市場を念頭においた専門職としてのクオリ
ティ（審美眼）を習得し実践することができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

出題に対してより効果的な内容を立案計画す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

能動的な質問や確認を行い、成果に向かっ
て前向きに取り組む姿勢を身につける。

3 ．DP7.完遂

計画した内容を作業プロセスの中でより吟
味し、確実に完成させることができる。

4 ．DP8.意思疎通

指導や添削の意図を正確に読み取ることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技能・画力

： 制作課題の内容、技能、向上されたスキルを総合的に評価
70％

積極性

： 質問・添削要望など能動的な行動による発展性など総合的に評価
10％

創造性

： 課題のオリジナリティ・創造性を評価
10％

学習到達度

： 授業内容についての理解度を評価
10％

使用教科書
特に指定しない

419

4405

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目において課題内容が次々と進行していくため、作成が滞るとすぐに未提出課題が蓄積してしまいますので
くれぐれも各課題の締め切りを厳守しながら進めていくように注意してください。
技術訓練としての実習においては黙然と待機していれば自分の望む教えが降ってくる訳ではありませんので
学生各人が積極的に添削要望、質問などを行っていくように留意してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業内で開示したメールアドレスなどを活用し授業外での質問・指導にも対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講師紹介・課題①/音楽業界のイラスト制作（ラフ作成）
既存の音楽コンテンツから選択し、既存のビジュアルイメージと
は
また違ったアプローチで曲のイメージをイラスト化する。
動画サイトなどで展開され多くの視聴者の目に触れることを
強く意識してクオリティの高さを追求する。
構想ラフを作成してその内容のチェックを受けること。

第2回

課題①/音楽業界のイラスト制作（線画作成）
ラフ画のチェックを受けたのちに修正・調整を行い、線画作
成を進める。
高いクオリティを目指せるのであれば厚塗りなど描画手法は問わ
ないが、
ベースとなる下絵の描き込みはしっかり描画しておくこと。

第3回

課題①/音楽業界のイラスト制作（着色作業・仕上げ）
表現したい内容次第ではあるが、色数や全体の色面構成をしっか
り計画して
効果的に音とイラストとの融合を感じさせることができるよう
に制作すること。
そのまま市場に出せるレベルを意識して仕上げ作業を行う。

第4回

課題②/ヴィネットイラストの制作（構想・ラフ）
ゲームのカード絵などで見られるジオラマ風のキャラクターイラ
ストを
ヴィネットイラストと呼ばれている。課題②においては構成
力と情報量や
大胆なパース感覚が必要となることで比較的難度が高いオリジナ
ルキャラクターの
ヴィネットイラストを制作する。背景を効果的にデフォル
メし、飾られる置物のような
美的さと見るものに気持ちよさを与える工夫を実装しなくてはな
りません。

第5回

課題②/ヴィネットイラストの制作（線画）
キャラクターと近景において精密に線画をクリンナップしていき
ます。
前後関係や物の配置にあわせて線の強弱をつけて線画だけでも
全体の立体感を表現するようにしましょう。

第6回

課題②/ヴィネットイラストの制作（線画・着色）
示された制作見本などを参考に、より効果的な着彩方法や
色面構成を模索していきます。人物・付属品・近景・遠景と
見え方の優先を考えて色の置き方や描き込みの物量を計算して
描き進めるようにしましょう。

第7回

課題②/ヴィネットイラストの制作（着色・背景）
キャラクターや近景などの主要部分の着色が
概ね進んだ時点で遠景を制作する。
近景に対して遠景は空気遠近を意識して描画を進める。

第8回

課題②/ヴィネットイラストの制作（仕上げ・合評）
全体の効果や仕上げ作業を行い、授業前半で作成を完了させる。
後半は成果物の結果を見ながら合評を行います。

第9回

課題③/ゲームや小説のメインビジュアル制作（構想・ラフ）
各人が仮想で創造したゲームや小説作品のパッケージや表紙とな
る
メインビジュアルを構想し制作する。画面には必ず二人以
上のキャラクターを
配し構成するようにラフ画を制作します。
市場クオリティを念頭におき、実際に世界に配布されるものとい
う意識で
制作に挑むこと。最初にラフ画を作成して添削を受け、
内容に講師からの了解を得てから実制作を始めるようにする。
王道的な構図から心象的な構図など、この時点でしっかり構想を
まとめること。

第10回

課題③/ゲームや小説のメインビジュアル制作（ラフ・線画）

420

授業時間内にラフ画が間に合わなかった学
生はラフ画をまとめておく。

4時間

授業時間内に線画作成が間に合わなかった学
生は線画の完成まで進めておく。

4時間

授業時間内に完了しなかった場合、次回の授
業までに完了させるようにする。

4時間

ラフ画作成が完了しなかった場合は、授業
外で完了させておくようにする。

4時間

時間内に線画が完了しない場合、授業外で完
了させておくようにする。

4時間

作成が遅延気味の場合は、授業外で進めてお
くようにする。

4時間

作成が遅延気味の場合は、授業外で進めてお
くようにする。

4時間

授業時間内に作業が完了しなかった場合は時
間外に 作成を完了させておくようにする。

4時間

授業時間内にラフ作成の進行が滞ってい
る時は資料を集めるなどしてしっかり構
想を練っておくこと。

4時間

作業進行に遅れが出ていると感じる時は授業
時間外で遅れを補填するようにする。

4時間

4405
彩色プランが厚塗り方向の学生はラフをさらに詳細にしていき、
線画ありきの彩色プランの学生は線画をしっかり描き切るように
していきます。
この時点で完成イメージを確定して進めるようにします。
第11回

課題③/ゲームや小説のメインビジュアル制作（線画・着色）

キャラクター部分の彩色を進める。
複数のキャラクターが同じ空間に存在するように
光源をしっかり決めて作成を進めていくこと。
この課題においては授業終盤に必ず添削を求めるようにする。
第12回

課題③/ゲームや小説のメインビジュアル制作（着色）
キャラクターを描き込みつつ、背景にも同時に手を入れていくよ
うにする。
キャラクターと背景のコンビネーションバランスをしっかり計
画して
微妙な彩度の違いや全体のコントラストを観察しながら進めるこ
と。

第13回

課題③/ゲームや小説のメインビジュアル制作（着色・仕上げ）
最終工程に入り、画面に効果やテクスチャを加え、
よりプロフェッショナルな仕事に見えるものになるように
仕上げを行う。この工程で見映えに大きな差が生じるので
ここまでの工程でできるだけ前倒しに作業を進めておく必要があ
る。

第14回

課題③/仕上げ作業/合評・総括（前期授業を振り返ってのまと
め）
仕上げ作業と見直し作業を行う。（人数の都合で締め切り時間変
更の可能性あり）
授業後半で今回成果物であるメインビジュアルイラストを材
料に、
学生一人一人がどのような内容・世界観を想定して作成したか、
様々な設定や全体の構図やデザインに関する狙いなど、
課題に向き合って身に着いた事、発見された今後取り組むべき課
題、
制作にあたって強く意識したことなどを発表する。
合評発表後に講師から半期を振り返っての総括を行う。
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制作期間内で完了できるように計画
的に筆を進めるように 個人で遅れが出ている
と感じる時は授業時間外で遅れを補填するよ
うにする。

4時間

ラフスケッチがまとめきれなかった学生は 次
回までに内容をまとめておくこと。

4時間

次回の授業時にほぼ完成状態にもっていける
ように、仕上げの段階に進めておくこと。

4時間

合評などでの評価・講評を受けて自分の制
作を振り返り 今後の制作に活かせるように自
己の問題点をまとめ、向上できる部分の 加筆
修正などを行う。

4時間

4406
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習６【AC】【GA】
丹羽学
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
映画、MV,テレビ、CM等の商業映像作品のCG、合成作業に携わる。CG監修の経験もあり。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
３D統合ソフトMAYAを使用してキャラクターアニメーションを作成
物理法則に基づく物体のアニメーションからそれを基に誇張したアニメーション等を作成し
映像作品やゲーム作品におけるアニメーション演出を学ぶ。（この場合のアニメーションとはモノの動きなどのことを言います）
成果物の目標
ボールの種類による落下などのアニメーション動画作成、人体モデルの歩行アニメーションのパターン（喜怒哀楽）動画
最終的にはカメラワークなども含めて作成。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

キーフレームアニメーションの基礎知
識。CGソフトの機能を使いこなしてクオリ
ティの高いアニメーションを作成します。

アプリケーションの機能に振り回されず、カ
メラワークも含め、より自然な動きができ
るCG作品を目指します。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

実際に会得したアニメーション技法でキャ
ラなどを動かし、ストーリー性のある動
画を作成する

レンダリングはMAYA内のアーノルドを使いた
いが、時間的にUE４を使用することになる可
能性が高い、UE４の授業との兼ね合いで作っ
たアニメーションをレンダリング、もしく
はアウトプット可能な形式でファイルにする

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

失敗を恐れずまずは作る、という前進させ
る意欲と挑戦する気持ちを持つ。「とりあえ
ずやってみる」

2 ．DP4.課題発見

「とりあえずやってみた」結果、自分の弱
点などを客観的に飲み込めるように作品を見
直すことができる。

3 ．DP8.意思疎通

どこがわからないか、何がうまくいかないの
か、自分の作品のどこがプロと違うのか、な
どの意見を発言しつつ、他人からの意
見も受け入れられるコミュニケーション能
力を持つ。

4 ．DP7.完遂

スケジュール管理、クオリティ管理等を踏ま
えて作品を完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度、姿勢
40％
提出作品のクオリティ＆完成度
30％

： 授業でやっていることをしっかり理解したうえで、わからないことがあればその場で質問できるか
どうか、意欲的に取り組んでいるかなどを考慮し評価を行います。
： 最終的に提出された作品はもちろん、作成過程も重要と考え、途中経過も随時提出してもらい評
価の対象とします。
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観察力・洞察力
20％
学修到達度
10％

： 自然に見えるようなアニメーションかどうかを評価します。クオリティに通じる部分はあるが、作
品に反映されていなくても、作品をこうしたかったなどの客観的な意見をプレゼンするのもOK。
： 学修した内容の集大成として作品を作り、作った作品の意図などが見た人（他者）に伝わるかどう
かを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
アニメーション表現など適宜動画、サイトなどを提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日２限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
niwa@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・CGアプリケーションのキーフレームアニ
メーション概要

球体モデル等の簡単なモデルを動かし、動く時間と動く距
離（幅）などの感覚をつかむ。
MAYAのアニメーション機能の基本操作を学習する。

個人差はあると思うので、時間外でも制作を
します。最低限カメラワークなしでボー
ルのアニメーションを制作していただきま
す。
できた生徒は、カメラワークをつけた
り、ボールを使ったアニメーションの応用を
することで、キーフレームアニメーショ
ンを身につけていただきますので、制作がで
きたらOKではなく、キーフレームアニメー
ションへの「慣れ」を目的として、授業時間
外も課題から派生したアニメーションを作っ
ていただきます。（課題提出なし）

4時間

人体のような骨が複雑に組み込まれたもので
はなく、モデル自体は極力シンプルなもの
で、アニメーション（動き）に集中して作
成していただきます。シンプルなモデルもア
イデア次第でいくらでも面白くなること
を学んでいただきます。（課題提出なし）

4時間

動き出しから終了（動きが止まる）まで、5秒
以上10秒以内のアニメーションを作成して完
成させる。（課題提出なし）

２時間

カメラ割（カット）も含めたMAYAのシーン
データを完成させていただきます。カットご
との長さはカメラに名前を付けるときにフ
レーム数を明記し、カットを構成する。出来
上がったシーンデータを提出していただきま
す。（課題提出）

４時間

最低限のAEの動作、アニメーションタイミン
グなどを学びます。特に提出物などはありま
せん。

４時間

MAYAに限らずキーフレームアニメーションの概要を学びながら
最小限のキーフレームでモーションカーブでアニメーションがど
のように変化するのか
それを自分の思うように動かせるようにする。
いろんなボールのボールのバウンドから転がる様子を、数パター
ン作ってみる。
ボールの種類：卓球の玉、テニスボール（硬球）、バレーボー
ル、バスケットボール、ボーリングの球
床面の素材設定：コンクリート
パターン：垂直落下、傾斜のある板から転がり二メート
ル下の床に落下
第2回

カプセル型モデルもしくはボックスモデルを擬人化してジャン
プ、回転、着地などのアニメーションを作る

縦長のカプセルもしくはボックスのオブジェクトに二本の簡易
的なボーン（骨）をいれて人に見立ててジャンプ～着地、回
転、などのアニメーションの基礎になる動きを細かく詰めてい
く。
第3回

2回目の授業内容に障害物や擬人化したモデル以外のオブジェク
トを追加してストーリー性のあるシーン作成
ストーリーといっても複雑なものではなく、障害物（ボック
スやシリンダーなど）を用いて、例えばジャンプなどのモーショ
ンの場合、飛び越そうか悩んだり、うまく飛べて喜んだりなど
の表現をシンプルなモデルで作り、見た人に意図が伝わるシー
ンつくりを目指します。

第4回

擬人化したカプセル二つと球体オブジェクトを用いて一つ
のショートストリーを組み立てる、カメラワークも追加する。

感情を持つオブジェクトを二つに増やすことで相互関係を構築し
てアニメーションを完成させます。カメラを置く場所などを想
定して画面の構成（レイアウト）を決めたうえで動きを入れてい
く。カメラのレンズの設定などでの見え方の工夫もする。
第5回

アフターエフェクツの基本操作Ⅰ
先に作ったMAYAのアニメーションシーンをのちに編集、色補
正、エフェクトの追加などをするためにアフターエフェクツ（以
下AE）の基本操作を学びます。レイヤーの移動からAEでのキーフ
レームアニメーションに慣れます。スタート地点からゴール地
点がある簡易的な地図を一枚描いていただきます。それ
をAEに読み込み動かし、アイコンなどの追加も行います。
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第6回

アフターエフェクツの基本操作Ⅱ

Ⅰで作った地図アニメーションに対してレンダリング、もしく
はプリコンポジションをして編集、動画の中に動画やその他の要
素を追加して最終的な動画を作成する。必要なら３DCGソフトで
の素材つくりもあります。
第7回

4回目までの授業で作ったシーンを使って、アフターエフェク
ツでのカット編集やエフェクトの追加。

AEの基本操作Ⅰ～Ⅱを踏まえて、先に作ったMAYAのアニメーショ
ンシーンをレンダリング（スキャンラインもしくはプレ
ビュー）し、AEで編集、色補正、エフェクトの追加などをすしま
す。より動画を効果的に見せるためにトリミングな
ど、３DCGをレンダリングしたのちに、２Dでの作業があること
も理解する。
第8回

簡易人体のモデルのモデリング

四肢のある二足歩行（人型）のアニメーションを作成していきま
すので、そのベースになる簡易モデルを作成します。ポリゴンモ
デリングをしてアニメーションするための簡単なトポロ
ジーの考え方などを学びます。
第9回

モデルをアニメーション用にセットアップ

前回作ったモデルに対してボーン（骨）を入れてアニメーショ
ン用にセットアップを行います。本来はプリミティブを連結させ
る形でもOKですが、スキン、スキンウエイトなどを簡易モデ
ルで学びます。
第10回

簡易的な人体モデルの歩行ループアニメーション基本

セットアップしたモデルにキーフレームアニメーションをつけて
いきます。まずはシンプルな歩行アニメーションを作りま
す。短いフレーム内でアニメーション頭と最終フレームのポー
ズを合致させループモーションを作ります。
第11回

簡易的な人体モデルの歩行アニメーションによる感情表現

歩行のモーションを３パターン作ります。喜怒哀楽のうち自
分で3つ選択して作ります。3っつは最低限作成するものとしま
す。フレーム数はノーマルの歩行アニメーションよりは長くなっ
てもかまわないが、ノーマル同様ループをさせます。
第12回

簡易的な人体モデルを二体に増やしてストーリー性のある表
現を目指すⅠ
人体モデルを二体に増やし、ストーリー性を加えてアニメーショ
ンを作ります。顔は作らないので会話などのアクションがないも
のはNGです。パントマイムのように全身を使ったアニメーショ
ンを作成します。まずはアニメーションを想定してレイアウ
ト組んでいきます。レイアウトとはモデルを二体配置してカメ
ラも配置します。カメラから見たときに効果的に見えるように人
体モデルの位置関係を整えます。

第13回

簡易的な人体モデル二体のアニメーションⅡ

アニメーションを作成していきブラッシュアップしてカメラワー
クなどものちの編集を考慮して設定していきます。
第14回

仕上げ、質感はスキャンラインもしくはプレビューのキャプ
チャで、AEを使ってカット編集をして仕上げ。
MAYAのレンダリングはレンダリング時間を考慮してスキャンライ
ンもしくはプレビュー画質。各カメラに対応するフレーム数でレ
ンダリングします。レンダリングしたものを先にやったAEの編
集などを使って動画の作成をします。

424

AEを使って簡単な合成～編集、などの作業を
して画面の中でどういう作業が行われている
かを理解していただきます。この回も提出
物はありません。

２時間

AEの基本操作を理解しているか、MAYAのアニ
メーションの最終的なクオリティなどの現
状２D＆３Dのアニメーション基礎の中
間チェックを行いますので、できたものをレ
ンダリングして動画（MP４もしくはApple
ProRes形式）にして提出していただきます。
（提出物あり）

４時間

MAYAの作業からAEでの編集を経て動画にす
る流れを学ぶために、MAYAで簡単なモデ
ルを作りアニメーションを作成していきま
す。提出物はありませんがしっかり反復し
て理解を深めていただきます。

４時間

歩行アニメーションを作るために必要な人
体モデルへのボーン（骨）のセッティングを
します。顔の表情まではできないのでまず
は体の大まかな動きができるようにセット
アップをします。提出物はありません。

２時間

短い秒数の中で歩行をするキャラク
ターのループアニメーション（繰り返しの動
画）を作ります。ループの原理である、一番
初めのフレームとアニメーション終わりのフ
レームのポーズを一致させ、ループする動き
を作成します。３DのCGに限らずループアニ
メーションがどのように作られるかを学びま
す。提出物はありません。

２時間

喜怒哀楽のうち3っつは最低提出していただき
ます。余裕がある人は喜怒哀楽すべて
に加え、各感情のバリエーションを組んだ
り組み合わせたりして作成していただきま
す。提出物は3っつのループモーション。余
裕がある人は3っつ以上。動画ではな
くMAYAのシーンデータとして提出していただ
きます。（提出物あり）

４時間

二体のモデルがアニメーションを通じて動
画を見ている人が画面内で何が行われている
かを理解できるように表現します。提出物は
ありません

４時間

アニメーションをブラッシュアップ（クオリ
ティアップ・クオリティ管理）をして動
画の全体のクオリティを上げるためにカメラ
ワークを追加して編集しやすいように動画
化（連番へのレンダリング）をします。（提
出物はありません）

４時間

AEで編集、エフェクトなどの２D処理を施し
てMP4もしくはApple ProRes形式にして提出し
ていただきます。（提出物あり）

４時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【MD】
野口周三
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、映画・ドラマの脚本（シナリ
オ）、企画・プロデュースなども担当。（全14回）

授業概要
【マンガ制作及び映像制作】
漫画作品制作において汎用性の高い「シナリオ論」や、映画・ドラマの手法を元にした「映像論」を元に作品制作を行う。
ストーリー漫画への理解、ストーリーのあるもの（映画、ドラマ、アニメなど）への理解を深め、自らの作品を制作する。
また、制作した作品の中から優秀だと認められた場合は、マンガ・デジタルアートコースが主催する東京出版社持ち込みツアーに参加し、希
望の出版社において編集者から指導を受けることが出来る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漫画、映画などのストーリについてシナリ
オを分析・理解できる。漫画のコマわりにつ
いての効果を理解できる。

読み切りや連載に向けたストーリー漫
画を作ることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

身に着けた技術で具体的なマンガ作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画・立案の内容
20％
作品を完成させる力
30％
作品のクオリティ、期末試験評価（課
題提出）
40％
平常点

： 確かな目的、需要を意識し具体的かつ的確な表現方法を用いる計画性があるか。企画力（10点）作
品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
： 制作に必要とする知識・技術について独断ではなく教員に確認をする姿勢があるか。 アイデ
アや要求、提案を作品に昇華させ、完成させる力があるか。
： 企画した狙いを達成するためのアイデアや工夫があるか。クオリティ維持のための必要技術がある
か。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
ストーリー漫画の制作、構成研究に興味あることを必要とする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

南館３F研究室

11時00分～13時00分

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作を行う際の必要な考え方
シナリオ論におけるコードを学び、漫画のプロットを作成する。

プロット制作

2時間

第2回

参考映像とプロット
参考映像を視聴し、作成したプロットについて担当教員とディス
カッションしながら理解を深める

プロット制作

2時間

第3回

プロットを完成させる
参考映像を視聴し、プロットからストーリーラインを組み立て完
成させる。

プロット制作

2時間

第4回

参考映像とネーム
参考映像を視聴しながら、ネームを制作する

ネーム制作

2時間

第5回

ネーム/ディスカッション
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

ネーム制作

2時間

第6回

ネーム/修正
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

ネーム制作

2時間

第7回

下描き
参考映像を視聴し、作成したネームを元に下描きをする。

下描きを進める

2時間

第8回

下描き/ディスカッション、中間ルーブリックの実施、学
生へフィードバック
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

下描きを進める

2時間

第9回

下描き/修正
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

教下描きを進める

2時間

第10回

中間合評
互いの作品を合評する。また見られることで更なる修正点に関し
ての気づきを行い、ブラッシュアップを図る。

作品制作を進める

2時間

第11回

作品制作
下描きを完成させた後、ペン入れを行い、作品を完成させる。

作品制作を進める

2時間

第12回

作品制作/ディスカッション
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う。

作品制作を進める

2時間

第13回

作品制作/修正
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う。

作品制作を進める

2時間

第14回

最終合評、最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視 化（ポートフォリオ）
最終合評において、東京編集部持ち込みツアーのメンバーを決
定する。(期末試験として評価する)

作品を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【MD】
吉本大輝
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業フィギュア・玩具のデザイン・3DCAD設計・3D造形・企画・コンセプト・製造・パッケージデザイ
ン。(全14回)

授業概要
●●●3Dデジタル造形を学ぶ●●● 3DCGデジタル彫刻アプリケーション「ZBrush」を未習得の学生を対象に基本操作と作品制作、3Dプリン
ターによる出力までのデジタル造形に必要な全ての工程を学びます。また3D技術を、絵画やイラストなどの平面作品に活用する方法を学ぶ。各
学生がデザインから考えマテリアルを構築し、写実的なモデリングから、ポロジーとサブディビジョンレベルを意識し、Zmodelerを活用したサ
ブディビジョンモデリングまでの習得を講義内容とします。写実的なモデリングには描写力が必要となりますので、デッサン的な視点を養うた
めの講義も行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

イラストや作品制作に活用できる3Dモデリン
グの専門知識を学ぶ。

3Dモデリングソフトの基本的な操作を理
解し、立体的に表現する技術を身に付けて作
品を制作する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

平面の2D情報から立体作品に落と
し込む力を習得する。

構造の理解が必須となるためモチーフをよ
く観察し、破綻のない立体作品を制作する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題の内容や目的を理解し、創造的発想
力を活かした表現を考え実際に制作する。
「課題発見・問題解決力」を養う。

2 ．DP7.完遂

3Dの工程を理解し、制作のスケジュー
ルを立てクオリティの高い作品を完成させ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、リーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の取り組み方

： すべての課題を提出しているか否か。
10％

課題提出期限の厳守

： 指定された提出期限を守れたかどうか。遅れた場合には減点する。
10％

試験(作品提出)

： 造形力、ソフトの操作などのポイントをクリアしてるかどうか。
40％

発想、アイデア
40％

： 既存のアイデアの範疇を超えるべく、最初に考えたアイデアのままではなく、アイデアをさら
に発展させることができているかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし。随時ワークシートや補足資料を配布する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
履修する学生さんへ
授業外での制作は、各自が作る作品の密度やボリューム感に合わせ、課題提出締切を加味した制作スケジュールを立てるようにする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

南館2階研究室

備考・注意事項： まずは研究室にいらっしゃる助手さんにお伝えください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

【課題１：動物モデリング】オリエンテーション、3Dモデリン
グ(ZBrush)導入
授業のオリエンテーション、3Dモデリングの基礎解説、課題１動
物モデリング 導入

デザイン画を描く

2時間

第2回

【課題１：動物モデリング】基礎的な造形説明、ダイナメッ
シュモデリング基礎１
デザイン画添削、制作個別面談
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング

操作のおさらい、反復練習

2時間

第3回

【課題１：動物モデリング】作品制作、ダイナメッシュモデリ
ング基礎２
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第4回

【課題１：動物モデリング】作品制作、ダイナメッシュモデリ
ング基礎３
ZBrush基礎操作、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第5回

【課題１：動物モデリング】作品制作、ダイナメッシュモデリ
ング応用１ 課題１動物モデリング
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、ダイナメッシュモデリ
ング応用２

2時間

第6回

【課題１：動物モデリング】3D出力準備 課題１動物モデリン
グ
ZBrush操作応用、デザイン画を元に3Dモデリング
3Dプリンターで出力するための工程を学ぶ
課題１のデータ提出

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第7回

【課題１：生物モデリング】3Dプリンターでの出力品の表面処
理、合評、【課題2：部屋のモデリング】導入
3Dプリンターでの出力品のの表面処理
課題１中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
課題２ 導入、ラフスケッチ(パース画)

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第8回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング基礎１
ラフスケッチ(パース画)添削、制作個別面談
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第9回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング基礎２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第10回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング基礎３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの基本操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第11回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング応用１
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第12回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング応用２
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第13回

【課題2：部屋のモデリング】作品制作、サブディビジョンモデ
リング応用３
トポロジーを意識したサブディビジョンモデリングの応用操
作を学ぶ
各自の進行状況により制作を進める

制作のつづきを行う、操作のおさらい、反復
練習

2時間

第14回

【課題2：部屋のモデリング】制作、最終合評
作品提出、合評
3Dモデルの2D作品への活用
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化(ポートフォリオ)

無し

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習６【MD】
弘司
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
イラストレーターとして多数の様々なジャンルで活動中。出版社より３冊の画集を発表

実務経験の概要

授業概要
【キャラクターデザイン・イラスト模擬制作】
①ゲームでの登場キャラクターを想定し、
与えられた題材をテーマにキャラクターデザインを行う。
正面や背面などに加え、細部の設定も練り込む。
②他生徒が制作したデザイン画の中から選択し、イラストレーションを制作する。
他者がデザインしたキャラクターを魅力的に演出する力と
自分以外にも伝わるデザイン画を制作する力を養う。
②で制作されるイラストの仕様書制作、監修は①担当生徒が行い、
アートディレクションも体験させる。
また、イラスト制作時に不明点が発生した場合、
①担当生徒によるデザイン画の加筆修正も含めて対応する。
二人一組でのチーム作業でコミュニケーション能力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

絵を描くだけでないディレクショ
ンも含め、イラストやデザインの携わる業
界の業務を体験する

様々な立ち位置からキャラクターデザインに
ついての理解を深め、今後の制作に活かせる

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

相手に解りやすく伝える表現や手
段を学び、コミュニケーションの力を伸ばせ
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品のクオリティと提出率

： 課題作品の商業ベースを基準としたクオリティと各課題の提出率を総合的に評価
60％

授業中の取り組み方・態度
20％
課題制作における理解度

： 積極的な質問したり添削を受けていたか、ペア作業での円滑なコミュニケーションなどを総合
的に評価
： プレゼンテーションにおいてしっかりと要点を理解し発展させられる考えが出来ているかを評価

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし
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履修上の注意・備考・メッセージ
段階的に授業内での課題が進んでいくので毎回の出席はもちろん、ペアワークで進める部分においては円滑なコミュニケーションを図り、計画
的に制作を進める様にしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週木曜日14:30～16:00

場所：

南館３階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

キャラクターデザイン 題材選定
テーマ”戦うキャラクター”
以下のワードを無作為に組み合わせ、各自デザイン制作。
世界観は生徒の自主性を尊重。

資料集め・予備制作

4時間

猟師 貴族 料理人 ドクター
アーティスト リーダー 旅人
戦士
唯我独尊
滅私奉公
絢爛豪華
頭脳明晰
温故知新
天真爛漫
慇懃無礼
明鏡止水
臥薪嘗胆
暴虐非道
第2回

デザイン画ラフ出し・選択
正面斜め視点の立ち絵を制作。
後半で別の生徒がイラスト担当として描くことになるので、
タッチやデフォルメ具合に左右されにくいデザインを心掛ける。
文章や引用画像での補完も可とする。

クオリティアップ

4時間

第3回

デザイン画清書
他者が見ても資料として活用できるレベルを目標に整頓・清書す
る。

クオリティアップ

4時間

第4回

デザイン画別角度・詳細設定制作
背中側や、隠れて見えない部分などの描写を追加する。
キャラクターの魅力を上げるための要素があれば追加する。
例：攻撃パターン・表情パターン・持ち物・ペット・所属チーム
シンボル など

資料集め・予備制作

4時間

第5回

デザイン画講評会
他者に伝わるデザイン画になっているか
個性的で魅力的なデザイン、アイディアであるか
などを中心に講評。

アドバイスを受けての自主修正

4時間

第6回

デザイン画ブラッシュアップ
講評で受けた意見を基にブラッシュアップ。

仕様書用資料集め

4時間

また、ディレクション業務としてイラスト発注仕様書を作成す
る。
A4縦のイラスト一枚でキャラクターの設定・魅力が伝わるイラス
トを目標とし、
コンセプトやシチュエーションを伝える。
形式は問わないが、イラスト担当者にとって不明点が無いような
るべく一回で伝えきることが望ましい。
イラストのタッチはイラスト担当者の自由とする。
第7回

発注書割り当て・ラフ制作
講師による割り当てののち、イラスト制作とディレクショ
ン業を並行して行う。
イラスト担当者は発注書を基本としつつ、疑問点、提案があれ
ばディレクション担当者に相談すること。
ラフは複数作成してもかまわない。

資料集め・予備制作

4時間

第8回

ラフ制作・提出＆フィードバック
ディレクション側は制作されたラフを基に、必要ならば修正指
示などを行う。
ラフ提出は8～10の間で最低一回は行うこと。
修正が無いなら一回だけでも構わない。
フィードバックが完了したら、完成に向けて進行する。
イラスト制作側とディレクション側の連絡の頻度や内容について
は制限を設けないが、
最終的に魅力あるキャラクターイラストの完成に繋がるよう努め
ること。

資料集め・予備制作

4時間

第9回

ラフ制作または提出＆フィードバック
ラフ進行OKが出ていないものは引き続きラフ制作。
進行OKが出たものは完成に向けて制作する。

資料集め・予備制作

4時間

第10回

ラフ制作または提出＆フィードバック
ラフ進行OKが出ていないものは引き続きラフ制作。
進行OKが出たものは完成に向けて制作する。
この週までにラフは切り上げて、次週以降は完成制作に向かうこ
と。

資料集め・予備制作

4時間

第11回

完成に向けてイラスト制作
完成に向けて進行する。
イラスト制作側とディレクション側の連絡の頻度や内容について
は制限を設けないが、
最終的に魅力あるキャラクターイラストの完成に繋がるよう努め
ること。

資料集め・予備制作

4時間
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第12回

完成プレビュー・最終チェック・修正
完成プレビューをディレクションに提出・最終チェックを行う。

クオリティアップ

4時間

講評＝市場にイラストが公開されることと同等と意識し、最
終ディレクションを行う。
修正は次週講評開始時までに対応できる範囲内とする。
第13回

講評会
講師による講評。
イラストが魅力的か、元のデザイン画と齟齬はないか、などを中
心にアドバイス。

アドバイスを受けての自主修正

4時間

第14回

ブラッシュアップ 反省会
双方体験した両方の立場から反省点を意識し、今後のイラスト業
務に生かす。
レポート提出。

レポート作成（提出日別途設定）

4時間

反省点の例
イラスト側：
発注書を読み解くことができたか
適切なラフを描けたか
キャラクターの魅力が伝わるイラストが描けたと思うか
ストレスなく仕事はできたか
ディレクション側：
適切な発注書制作はできたか
適切な修正指示はできたか
制作されたイラストに満足しているか
ストレスなく仕事はできたか
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習５【IL】
大村みな子・黒田潔
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

イラストレーター、アートディレクターとして活躍する客員教授の黒田 潔 先生が指導。新宿サザンビートプ
ロジェクトのウォールグラフィックで2005年グッドデザイン賞受賞から始まり、その他受賞多数。東京イラス
トレーターズソサエティ会員。（９回）

授業概要
1、2年次で学修した「イラストレーション」「ポスターデザイン（広告）」「ブックデザイン」「キャラクターデザイン」などの基本的知
識や技術をさらに本格的に学びます。具体的には、客員教授の黒田 潔先生が実際に手掛けた仕事のフローを辿り、その中でデザインに使用され
るイラストレーションについて考え、提案して制作、デザイン作業からプレゼンテーションまでを行います。制作中の試行錯誤、制作プロセ
スを丁寧にたどり、３年次ならではの完成度に仕上げることを目標とし、制作物を工科的で的確な情報内容をポートフォリオにまとめ

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

制作のテーマ設定をし、それに沿ったイラス
ト制作から、情報編集、デザイン、プレゼン
テーションまでの制作を行います。

見る人に的確な情報が瞬時に伝わる制作
物を目指す。さらにオリジナリティを追
求し、自分の表現の「強み」を見つける。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

人に情報を伝えるためのイラストレーショ
ン、デザインについて考え、文字の取り扱い
や、画面の構成、出力する用紙の選択など
を伝達目標に応じて選択する判断力を身につ
ける。

先入観や既成の概念にとらわれず、テーマが
もっとも的確に表現できる方法の試行錯
誤のチャレンジを繰り返し、完成度の高い作
品を制作する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

アイデアを実現するためにすぐに行動し、ラ
フやサムネールでの検討を繰り返し実
践し、制作のベースを固める力をつける。

2 ．DP7.完遂

入念な準備をもとに、本制作では「完成
度」のレベルを追求して、今までに経験した
ことがない次元の完成をやり遂げる。

3 ．DP8.意思疎通

制作プロセスにおいては、教員に対して明
確に自分の考えを説明することがでる。ま
た、完成した作品のプレゼンテーションを適
切に行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
実際に黒田先生が手掛けた仕事のフローを辿りますが、そのプロセスとして、実際の仕事の現場で携わったディレクター／デザイナーをゲ
ストで招き、プレゼンテーションを行います。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験評価（作品提出）
60％
作業管理が適切になされているか
10％

： ・テーマについて十分な調査をし、それに基づいたコンセプトを考えているか。
・自分らしく魅力的な「テーマ設定」を行い、「画風の確確立」に挑んでいるか。
・情報伝達のためのデザインの工夫、構成について考え
： 作品提出に向けて、最高の完成度に仕上げるためのスケジュール管理が適切であったか。
カンプ、ダミー制作を経た結果が反映されているか。
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見る人に目的とする情報伝達がなされ ： 見る人を飽きさせない表現・デザインの工夫がされているか。伝達目標に最適の素材やメディア選
ているか。
択がされいるか。選択したメディアの特性をよく理解しているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「イラストレーションの展開とタイポグラフィの領域（情報デザインシリーズVol.1）」角川書店
その他、授業時間内に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
3年生後期の作品に相応しいクオリティで作品を仕上げることを望み、その成果を展覧会で発表するよう、個々の主体的で意欲的な参加を求めま
す。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜2限

場所：

南館３F研究室2

備考・注意事項： 質問やアドバイス等をEメール（omura@osaka-seikei.ac.jp）でも受け付けます。授業名、学生番号、氏名を必ず添えるこ
と。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

①課題「母の日キャンペーン」制作開始

学修到達目標の説明

黒田客員教授は2016年に実際に担当された阪急西宮ガーデンズ年
間キャンペーンから、「母の日」を取り上げて、学生も同
様に、年間キャンペーンのイラストレーターとデザイナーを担
当した場合の提案について、取り組み前のオリエンテーショ
ンを実施する。

阪急西宮ガーデンズの調査。メインターゲッ
ト、地域の特性、施設のコンセプトな
ど広く調査する。

2時間

第2回

①課題 「母の日キャンペーン」リサーチ内容の発表とアイデ
ア展開
対象施設の阪急西宮ガーデンズについて調査結果の発表。
キャンペーンのコンセプト立案。
アイデア出し。

コンセプトとアイデアについて複数のラフと
ともに提案の準備を行う。

2時間

第3回

①課題 「母の日キャンペーン」コンセプトとアイデ
アのチェック

第三者がみてもわかるようなラ
フを描く。２～３案を仕上がりが想像でき
るレベルの描き込みで仕上げる。

2時間

レイアウト案を出力できる状態まで制
作し、出力までを済ませておく。

2時間

課題２のアイデアを個別で相談し、ラフを制作する。 コンセプ
トを立案しビジュアルアイデアを考える。
第4回

①課題「母の日キャンペーン」本制作
準備したラフ２、３案（A4程度のサイズに色も入れたもの）か
ら、個別面談の中で制作案を決定する。
本制作のイラストレーション制作から、ポスターのレイアウ
トを次週までに考え、制作を進める。

第5回

①課題「母の日キャンペーン」カンプチェックと修正作業
出力したものを持参し、個別のチェックを受けて修正などの制
作続行。

修正したものを再出力して検証する。

2時間

第6回

②課題「母の日キャンペーン」ブラッシュアップ

規定のサイズに大判出力し、ハリパネに貼っ
ておく。ショッピングバックも出
力し、組み立てておく。

2時間

修正→出力→再修正→最終出力へ
ポスターはハリパネに貼っておく。SBも出力。組立。
第7回

②課題「母の日キャンペーン」特別ゲストを迎えてプレゼン
テーションとポートフォリオへの落とし込み。
特別講師に、実際の広告代理店でキャンペーンを手がける特別ゲ
ストを迎えてプレゼンテーション。
その後、作品のコンセプトをまとめて、ポートフォリオ掲載でき
るよう作業を行う。

ポートフォリオ制作

2時間

第8回

②課題

次回授業までに、新課題のアイデアのため
のリサーチ、コンセプト、アイデア出し
を行い、スケッチに起こす。

2時間

説明

学修到達目標の確認とフィードバック

第１課題の仕上がり、個々の特性に合わせて「キャラクターデザ
イン」「ポスターデザイン」「小型グラフィックデザイン」など
の課題を出題。
それぞれ、新課題のアイデアのためのリサーチ、コンセプト、ア
イデア構築を行う。
第9回

③課題３ プランチェック
それぞれのアイデアの検討。アイデアの中から試作をつくって制
作プランの検証を行う。

ラフ、ダミーの制作。

2時間

第10回

③課題３ 本制作。イラストレーションの制作。
ラフとダミーにより、コンセプトに沿ったアイデアと、もっと
も効果の高いビジュアル表現を検討して、本制作に入る。

本制作のためのビジュアルを制作。

2時間

第11回

③課題３ 本制作 デザイン制作
出来上がったイラストレーションを使い、コピーを入れてデザイ
ン作業。キャラクターデザインや小型グラフィックの場合も同
様にデザイン制作の作業。

デザイン制作したら出力して検証

2時間

第12回

③課題３ 本制作 クオリティを上げるためのブラッシュアッ
プ
前回までのデザイン制作物を出力して、目的通りの効果をあげて
いるのか、また更に上質な仕上がりになる可能性を検討して制
作。

修正点の再制作。仕上げ作業。

2時間
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第13回

③課題３ 本制作 最終出力物制作。次週のプレゼンテーショ
ンの準備
最終成果物の出力、組み立てなどの作業を行う。

プレゼンテーションの準備

2時間

第14回

講評会とまとめ
講評後は、ポートフォリオ掲載用のデザイン制作作業。
最終学修到達目標の確認実施、振り返りシートの作成、学修成
果の可視 化（ポートフォリオ）。(期末試験として評価する)

振り返りとポートフォリオデータの提出

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【VD】
大谷佳久
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

現在までに250本を超えるスマートフォンアプリ開発やシステム開発に参画。企画やデザイン、機能提案か
らアプリ開発までを担当している。（全14回）

授業概要
【スマートフォンアプリデザイン制作概論】
スマートフォンアプリ開発の企画、制作に関わることができる知識を、デザイン面での実習から習得することをテーマとします。
当講座ではクリエイティブ要素の高いiPhoneやAndroidをベースに学習。
講義（座学）で「アプリ企画」「アプリ制作」を学ぶことで即戦力性を高めつつ、講座内で講師のオリジナル教材である「AppSwitch」を用い
た実習でアプリデザインの経験も積み重ねます。
「AppSwitch」を用いた実習ではiPhone＆Androidアプリをベースとし実際にアプリデザインを制作。
手元の端末で自身のデザインを組み込んだアプリに触れ、さらなる改善点などを探ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アプリデザインだけでなくスマートフォ
ンの歴史やアプリの動向なども解説します。

デザインに活かせる知識の習得を目指しま
す。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

授業や課題を通して、実際にアプリのデザイ
ンを経験します。

実際にアプリデザインを経験し、スキ
ルの幅を広げることを目指します。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

アプリデザインのフローや企画手
法を学びゴールまでの時間を計画的に明示で
きるようになる

2 ．DP6.行動・実践

実際にアプリを企画・デザインし授
業で得た知識をアウトプットする

3 ．DP8.意思疎通

課題の意図することを理解し、不明点など
は講師とコミュニケーションを取り解決する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内容の総合的な理解度、期末試験 ： 課題の出来を確認することで、自身の現状分析とそれを踏まえた上での作品になっているかどうか
評価（課題提出）
を確認し評価する。試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
40％
アイデア力
30％
課題作品の完成度
15％
学修到達目標
15％

： 課題の出来を確認することで、新規性のあるアイデアを考案できているかどうかを確認し評価す
る。
： 課題の出来を確認することで、授業で学んだ内容や自身のスキル、志向を活かしたアウトプットに
なっているかどうかを確認し評価する。
： 課題の提出状況、内容などから当授業の理解度などを確認し、学修到達目標を6項目４段階で総合
指数を評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業内で随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・当講座は「プログラミング」を学ぶ講座ではなく「アプリデザインや開発に必要な基礎知識」を講義（座学）で学び「アプリデザイン」を実
習で学ぶ講座です。
・その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・過度の私語や居眠りで他の受講生の邪魔をしたり授業妨害をしないこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後10分程度

場所：

教室内または研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スマホアプリ制作概論～使い手→作り手に～
この授業で学んだことをどのように実務で生かすのか、また著
名なアプリサービスの歴史などを学びます。

お気に入りのアプリを整理しておく。

6時間

第2回

スマートフォン基礎知識
携帯電話からスマートフォンに至る歴史などを学びます。

人気のあるLINEスタンプを確認しておく。

6時間

第3回

スマートフォンアプリのデザイン基礎知識
スマートフォンアプリをデザインする際の、基本的な知識、お作
法などを学びます。

アプリを新たに5個以上触っておく。

6時間

第4回

アプリデザインの変遷①

アプリを「デザイン」の視点で確認してみ
る。

6時間

アプリを「デザイン」の視点で確認してみ
る。

6時間

スマートフォンアプリやWebサービスを触って
みる。

6時間

スマートフォンアプリのデザイントレンドの変遷を、Webデザイ
ンなども含めて学びます。
第5回

アプリデザインの変遷②
スマートフォンアプリのデザイントレンドの変遷を、Webデザイ
ンなども含めて学びます。

第6回

スマートフォンアプリを作るには
スマートフォンアプリやシステムを開発する際に必要なプログラ
ミング言語や、それぞれのプログラミング言語でどのような身
近なサービスが作られているかなどを学びます。

第7回

アプリ企画基礎①（企画を考える）
スマートフォンアプリの企画を考える時のポイントなどを学びま
す。

新しいアプリの案を考える

6時間

第8回

アプリ企画基礎②（アプリ案出し）
スマートフォンアプリの企画を考える時のポイントなどを学びま
す。

よく使うアプリの企画ポイントを考えてみる

6時間

第9回

実際のアプリに学ぶ①（成長ポイント）

自分が一番長い期間使っているアプリを確
認しておく

6時間

初めて持ったスマートフォンで使ったアプ
リを思い出してみる。

6時間

自分が課金したことのあるアプ
リを振り返る。

6時間

今までに学んだ知識を前提にアプリを見直し
てみる。

6時間

今までに学んだ知識を前提にアプリを見直し
てみる。

6時間

良く使うアプリのデザインを重点的に見てみ
る。

6時間

歴史、人気ともに実績のあるアプリをピックアップし成長過
程や成長ポイントを学びます。
第10回

実際のアプリに学ぶ②（人気アプリの分析）
2013年から現在までのダウンロード数や人気ランキングなど
を振り返り、その理由などを分析してみます。

第11回

アプリのマネタイズを考える
スマートフォンアプリのマネタイズ（収益化・課金ポイン
ト）の方法を学びます。

第12回

スマートフォンアプリ開発の業務フロー
スマートフォンアプリを開発する際の体制や、業務の流れなど注
意しておくべき点などを学びます。
また「AppSwitchで進めてきた課題を今後ポートフォリオにど
う生かすか」や「最新のデザイントレンド」なども学びます。

第13回

スマートフォンアプリ開発に必要な費用
スマートフォンアプリを開発する時に必要な費用などを学びま
す。
また「AppSwitchで進めてきた課題を今後ポートフォリオにど
う生かすか」や「最新のデザイントレンド」なども学びます。

第14回

スマートフォンアプリ開発、制作での重要ポイント
これから先、メインになりそうなデザイン手法やトレンドを共
有。これまでに当授業で学んだデザイン手法、企画方法、歴史な
ども振り返りながら、重要ポイントを学びます。
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
学修到達度・最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視化（ポートフォリオ）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習５【MD】
中根友美
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
photoshop、clipstudioを使用しての漫画、イラストの仕事経験（全14回）

実務経験の概要

授業概要
イラストレーターの仕事を想定した、自己のアピールにつながるクオリティの高い作品制作を行う。
「質感表現を意識した、日本以外の国のイラスト」ではイラストの舞台の国を設定し、どのように描けば伝わるかを質感表現を取り入れなが
ら研究する。「10点以上のアイテムを使用したイラスト」では複数のモチーフを描き、世界観やメッセージ性の強いイラストを描けるように制
作する。「ポートフォリオを想定したイラスト」では習得した技術を用いてポートフォリオに入れる見開きで見せる作品を制作する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

仕事に繋がる、魅力あるデジタルイラスト作
成

より多くの人の目が留まる完成度の高い作
品を作成できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿ってキャラクターや構
図を考え、提案する事ができる。

2 ．DP6.行動・実践

決められた時間内に学んできたことを生か
し、自己の作品に生かすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
課題は全て提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題・制作物、試験（課題提出）
70％
平常点
30％

： 課題の目的を理解し、その理解が制作プロセスに反映されていて、仕上がりの完成度が上がってい
ることを重視する。
試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
： 積極的に学習しているか、講評に積極的に参加しているかを評価する。私語や携帯電話の使用など
をはじめとする授業態度、各授業後の進行度のデータ提出、合評の態度などが対象となる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。教科書は指定しない
が、各回課題ごとに配布するレジュメには目を通し、持参すること。
授業内では担当教員からのチェック、アドバイスを受け、制作に必要な研究を行うこと。
課題は提出期限を厳守し、全ての課題を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日13:10-14:50

場所：

南館3F研究室2
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備考・注意事項： その他の連絡の取り方としてはEメールで対応する。（nakane-t@osaka-seikei.ac.jp）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

質感表現を意識した、日本以外の国のイラスト/①ラフ
3種類以上の異なった質感表現を行いつつ、
自国以外の国のイラストをテーマにしてカラーラフを作成する。

テーマに沿った国を調べ研究し、ラフを完
成させる。

4時間

第2回

質感表現を意識した、日本以外の国のイラスト/②線画
画面の情報だけで、いかに表現すればテーマにした国を表現でき
るか、研究しつつ
ラフを完成させる。ラフは確認を行う。
確認が取れた者から線画を行う。

線画を完成させ、着色に取り掛かる。

4時間

第3回

質感表現を意識した、日本以外の国のイラスト/③着色

着色を進め、プレゼンテーションの準
備を行う。

4時間

講評会での評価を受け、反省点を復習す
る。10点以上のアイテムを決定して構
想を練っておく。

4時間

テーマの国の緯度によって色が変わることに気を付け着色する。
第4回

質感表現を意識した、日本以外の国のイラスト/④仕上げ、合評
作品の最終仕上げを行う。細部まで確認を繰り返し、魅力的な画
面を目指す。
講評会を行う。

第5回

10点以上のアイテムを使用したイラスト/①ラフ
イラストの密度とメッセージ性を上げるため、キャラクターや世
界観イメージをより明確にするアイテムを10点以上設定する。

ラフを完成させ、線画を進めておく。

4時間

第6回

10点以上のアイテムを使用したイラスト/②線画
ラフの確認を行う。確認が取れ次第線画を行う。

線画を完成させ、着色に取り掛かる。

4時間

第7回

10点以上のアイテムを使用したイラスト/③着色
メッセージを効果的に伝えられるよう彩色に気を配りながら着
色を行う。

着色をすすめる。

4時間

第8回

10点以上のアイテムを使用したイラスト/④仕上げ

合評に向けてプレゼンテーションの準
備を行う。

4時間

ポートフォリオ用イラストのテー
マを絞り、資料集めをしておく。

4時間

作品の最終仕上げを行う。細部まで確認を繰り返し、魅力的な画
面を目指す。
中間ルーブリックを行う。
第9回

10点以上のアイテムを使用したイラスト/⑤合評
作品成果発表を行い、課題の振り返りを行う。

第10回

ポートフォリオ用のイラスト/①絵のテーマ、コンセプトを決め
る
習得したきた表現方法や技法を生かし学習の集大成の作品を作
成する。作品のテーマ、コンセプトを決める。B4以上の大キャン
パスでの作画を計画する。キャンバスサイズに添った細かいデザ
インを心掛ける。作品制作は個人で行う。

テーマの資料を集め研究する。イメージラ
フを進めておく。

4時間

第11回

ポートフォリオ用のイラスト/②ラフ
テーマ、コンセプトに沿ったカラーラフを作成する。何を表現し
ているのか、メインは何なのかが分かるキャラクターを作成す
る。
・ラフの確認を行います。

ラフを完成し、線画を進める。

4時間

第12回

ポートフォリオ用のイラスト/③線画
線画を丁寧に描く。画面にメリハリがつくように心掛ける。

線画を完成し、着彩に取り掛かる。

4時間

第13回

ポートフォリオ用のイラスト/④着色・仕上げ
多くのモチーフの中でも、テーマに沿ったメインモチー
フが目を引くよう、
色の表現に注意し着色を進める。
何が描かれているか伝わるよう、要点をまとめた説明を添える。

講評会に向け、作品を仕上げる。

4時間

第14回

ポートフォリオ用のイラスト/⑤合評

授業全体を振り返りとして、ポートフォリ
オに編集する。

4時間

講評会を行う。(期末試験として評価する)
作品成果発表を行い、課題の振り返りを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【AC】【GA】【IL】
和田真一
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

商業原型としてフィギュア・玩具のデザイン・設計・3D造形。コンシューマーゲームタイトルのコンセプト
アート・デザイン制作。（全１４回）

授業概要
●●●ZBrushを使用した3DCG作品制作●●●
ある程度身についたZBrushの操作と知識をつかって、よりレベルの高い作品作りに挑みます。立体出力も含め多様なデジタルスカルプ
トを学び、形状のシルエットの追求、レンダリングから印刷を考慮した仕上げまでを行います。
スカルプティングだけでなく、ポリペイントによる着彩、レンダリング工程を経て、クオリティの高い3DCG作品を制作し、全工程の制作作
業の中間と最終提出時にプレゼンテーションを行ってもらいます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

(開催時期が合えば)コンペティションに作
品を応募

３Ｄデータを作成し、コンペティションの形
態に合わせた調整を行うことができる。
・ポスター等の２D媒体なら、レンダリン
グ、ポスプロ、デザイン処理。
・出力媒体なら、３Ｄプリントに適したデー
タ加工。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ZBrush操作の理解と応用

ZBrushを使用し、作品ポートフォリオに入れ
られるレベルの高いスカルプト作品を制作で
きる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

コンペティションのテーマに沿った作品を考
案できる。
自身の個性と、コンペティションに求められ
る方向性を合わせることができる。
苦手なテーマでも妥協点を見出すことができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

デザイン画に沿って3Dデジタル彫刻物を制
作し、作品ポートフォリオ用の印刷物を想
定して細部まで調整できる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

コンペティションの出展形式によっては、教
員との意思疎通、連携行動が求められます。
・エラーの無い提出形式のデータを作成で
き、自己チェックできる。
・他者と目標を共有し協力・共助する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
以下に示すように、成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション等、総合
的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各構成要素の個別点
25％
機能習熟度
25％
試験（作品提出）
40％

： 10点┃フェイスモデリング、5点┃ボディバランス、5点┃ポージング、5点┃小物・パーツ・付属
品、5点┃ディティール
： 5点┃基本操作工程、5点┃ベースメッシュ作成工程、5点┃スカルプト工程、5点┃構成工
程、5点┃レンダリング工程、5点┃ポストプロダクション工程
： 5点┃中間プレゼンテーション、5点┃最終プレゼンテーション、10点┃中間合評点、10点┃完成
点、10点┃美術点
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学習到達度
10％

： 開講時に行われているコンペティションに応募します。作品の完成度、難度に応じてZBrushの総合
的な習熟度を評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
スカルプターのための美術解剖学
ソッカの美術解剖学ノ－ト
フィギュアスカルプティング 粘土で作る全身像:アナトミーと面からの構築
ZBrush キャラクター＆クリ―チャ― - ZBrush Characters & Creatures 日本語版
ZBrushフィギュア制作の教科書
ZBrush スタジオプロジェクト: リアルゲームキャラクター
ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック
The Art of Mystical Beasts ZBrush、Photoshopほか、デジタル技法で描く幻獣アート

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は基本的にZBrushの講義を半年以上受講済みで、ZBrushの基本操作を習得済みの方に限り履修することができます。条件に当てはまらな
い場合でも、自己学修によりZBrushの操作が理解できている。という方は履修前に相談し判断します。
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のア
ドレスに送ってください。
wada-s@osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：ZBrushの機能について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ZBrush操作復習
１限目：操作の復習を兼ねた指輪スカルプト
２限目：３Dプリント用データの制作方法

第2回

オリジナル彫刻による指輪作成

１限目：デザイン画確認、ベースメッシュ制作
２限目：ライブブーリアン、PolyPaint From Thicknessの解説
第3回

ポリゴンモデリングとは
１限目：Gizmo3Dのパラメトリックメッシュ
２限目：Dynamic Subdivisionの解説

第4回

ZModelerの基礎知識
１限目：Zmodelerを学習するための基礎知識
２限目：コンセプトアートチェック_1

第5回

Zmodeler
１限目：Zmodeler Action、Targetの詳解

完成までのスケジュール作成
【YouTube】BLESTARchZBrush4R8「新機能 作
例#2リング」を視聴しておく

4時間

キャラクターのポージングの案出し
【YouTube】BLESTARchZBrush4R8「ZBrush4R8
新機能解説 #3 Live Boolean」を視聴してお
く

4時間

キャラクターの表情のスケッチ多数
【YouTube】BLESTARch「ZBrush4R8 新機能解
説 #1 Gizmo 3D」を視聴しておく

4時間

手足のスケッチ多数
【YouTube】BLESTARch「ZBrush4R7 新機能解
説 #2 ZModeler Basics」を視聴しておく

4時間

【YouTube】BLESTARch「ZBrush4R7 新機能解
説 #2 ZModeler Basics」を視聴しておく コ
ンセプトアートを仕上げておく

4時間

素体以外のパーツのラフスケッチ多数
【YouTube】BLESTARch「ZBrush4R7 新機能解
説 #5 ArrayMesh」を視聴しておく

4時間

素体以外のパーツのラフスケッチ多数
【YouTube】BLESTARch「ZBrush4R7 新機能解
説 #4 NanoMesh」を視聴しておく

4時間

「ZBrush Alpha3D」というワードでインター
ネット検索し機能を調べておく。
【YouTube】Pixologic Japanチャンネ
ル「#AskZBrush - 「History Recallブラシっ
てどういう機能？」を視聴しておく

4時間

【YouTube】BLESTARch「ZBrush 2021 新機能
解説 #1 Dynamics Basic」を視聴しておく

4時間

「ZBrush Dynamic Thickness」「ZBrush
MicroPoly」というワードでインターネット検
索し機能を調べておく。

4時間

２限目：コンセプトアートチェック_２
第6回

インスタンスメッシュ_配列
１限目：ArrayMeshを使用したオブジェクト制作
２限目：ベースメッシュ作成

第7回

インスタンスメッシュ_ナノ
１限目：NanoMeshを使用したオブジェクト制作
２限目：NanoMeshを活用した鱗などのパターン表現

第8回

ヒストリーブラシ・アルファ 3D

１限目：アルファ２Dの復習とアルファ３Dの作成
レイヤーブラシとモーフ機能を活用したスカルプト
２限目：ヒストリーリコールブラシ・Xtractorブラシ
第9回

Dynamics
１限目：物理シミュレーション
２限目：布の表現にダイナミクスを活用する

第10回

Dynamic Subdiv
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１限目：Dynamic Thickness
２限目：MicroPoly
第11回

Insert Mesh Curve
１限目：Insert Mesh
２限目：IMM Curve

第12回

FiberMesh
FiberMeshの詳細な解説。コンペティションの締め切り次第で
は、Sculptris Pro機能を使用したSphereチャレンジを行いま
す。制限時間の中で与えられたテーマに沿ったスカルプト作
品を完成させます。

第13回

衣服の作成上級編
MarvelousDesignerというZBrush以外のソフトウェアで衣服を作
成する方法を学びます。

第14回

3Dスキャン実習
現実世界の物体を3Dスキャンし、PCに取り込みます。スキャンし
た物体を修正し、データとして使用できるようにするには高
度な機能が必要となります。
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「ZBrush Insert Mesh Curve」というワー
ドでインターネット検索し機能を調べてお
く。

4時間

「ZBrush Sphere Challenge」というワー
ドでインターネット検索し作成したいスカル
プトのスケッチを描いておく。

4時間

「Marvelous Designer」というワードでイン
ターネット検索し機能を調べておく。

4時間

３Dスキャニングしたい物体を用意してお
き、持参する。事前準備をしっかりしておく
こと。

4時間

4417
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習５【MD】
野口周三
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、映画・ドラマの脚本（シナリ
オ）、企画・プロデュースなども担当。（全14回）

授業概要
【マンガ制作及び映像制作】
漫画作品制作において汎用性の高い「シナリオ論」や、映画・ドラマの手法を元にした「映像論」を元に作品制作を行う。
ストーリー漫画への理解、ストーリーのあるもの（映画、ドラマ、アニメなど）への理解を深め、自らの作品を制作する。
また、制作した作品の中から優秀だと認められた場合は、マンガ・デジタルアートコースが主催する東京出版社持ち込みツアーに参加し、希
望の出版社において編集者から指導を受けることが出来る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

漫画、映画などのストーリについてシナリ
オを分析・理解できる。漫画のコマわりにつ
いての効果を理解できる。

読み切りや連載に向けたストーリー漫
画を作ることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

身に着けた技術で具体的なマンガ作品を制
作することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
提出課題について５段階の評価を行う。課題提出がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

企画・立案の内容
20％
作品を完成させる力
30％

： 確かな目的、需要を意識し具体的かつ的確な表現方法を用いる計画性があるか。。企画
力（10点）作品性（10点）合計20点を評価の対象とする。
： 制作に必要とする知識・技術について独断ではなく教員に確認をする姿勢があるか。 アイデ
アや要求、提案を作品に昇華させ、完成させる力があるか。

作品のクオリティ、期末試験評価（課 ： 企画した狙いを達成するためのアイデアや工夫があるか。クオリティ維持のための必要技術がある
題提出）
か。試験期間中に提出の課題を評価の対象とする。
40％
平常点

： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
漫画を描くのに必要と思われる画材は揃えて持ってくること。
また追加必要な画材は随時追加すること
デジタル、アナログは問わない。
デジタルに関してはソフトは問わないが、出力可能であること。
必要な資料は随時配布される。

履修上の注意・備考・メッセージ

442

4417
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
ストーリー漫画の制作、構成研究に興味あることを必要とする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

南館３F研究室

11時00分～13時00分

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作を行う際の必要な考え方
シナリオ論におけるコードを学び、漫画のプロットを作成する。

プロット制作

2時間

第2回

参考映像とプロット
参考映像を視聴し、作成したプロットについて担当教員とディス
カッションしながら理解を深める

プロット制作

2時間

第3回

プロットを完成させる
参考映像を視聴し、プロットからストーリーラインを組み立て完
成させる。

プロット制作

2時間

第4回

参考映像とネーム
参考映像を視聴しながら、ネームを制作する

ネーム制作

2時間

第5回

ネーム/ディスカッション
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

ネーム制作

2時間

第6回

ネーム/修正
参考映像を視聴し、作成したネームを担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

ネーム制作

2時間

第7回

下描き
参考映像を視聴し、作成したネームを元に下描きをする。

下描きを進める

2時間

第8回

下描き/ディスカッション
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。
（中間ルーブリック判定）授業の進捗状況を、ルーブリックをも
とに、自己評価し、教師からアドバイスを受けます。

下描きを進める

2時間

第9回

下描き/修正
作成したネームを元に下描きを行い、担当教員とディスカッショ
ンしながら修正作業を行う。

下描きを進める

2時間

第10回

中間合評
互いの作品を合評する。また見られることで更なる修正点に関し
ての気づきを行い、ブラッシュアップを図る。

作品制作を進める

2時間

第11回

作品制作
下描きを完成させた後、ペン入れを行い、作品を完成させる。

作品制作を進める

2時間

第12回

作品制作/ディスカッション
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う。

作品制作を進める

2時間

第13回

作品制作/修正
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う。

作品制作を進める

2時間

第14回

最終合評、最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作
成、学修成果の可視 化（ポートフォリオ）
最終合評において、東京編集部持ち込みツアーのメンバーを決
定する。
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
(期末試験として評価する)

作品を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名

造形芸術専門展開演習７【AC】【GA】
内田英武

学年・コース等

3年

授業形態

実習が中心となります。 授業は2部構成で、開始20分は前回授業の課題の添削を通じて座学を行います。
残り80分は次回の課題の解説とその実習を行い、面談をして次回の授業までに提出する課題を決定します。

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ポリゴン・ピクチュアズなどのCG会社でアニメーションやゲームタイトル等のディレクター経験を複数有す
る。また、社会課題解決を目的としたメディアコミックの作品にクリエイティブディレクターとして携わる。
（全１４回）

開講時期

後期

単位数

2

授業概要
●●●映像（ゲーム）作品に登場するキャラクターの作成●●●
この授業では様々な仮想の映像やゲームキャラクターを作成し、表現の可能性や魅力を模索します。
講師による添削と実習指導を元に、しっかりと意図を持ったキャラクターデザインができるよう学習します。
内容は実習が中心です。
前半は架空の映像やゲーム作品の要件設定を行い、それを満たすキャラクターデザインを大量に描いてもらいます。
後半では映像やゲームのスタジオで通用する技術と意識の習得を目標とし、就職活動で実際に企業に提出するポートフォリオを完成させてもら
います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

映像・ゲーム媒体において、独自性・創造
性があるグラフィックやイラストを作成で
き、世界観全体を踏まえたクオリティーコン
トロールを行う専門的な知識を持つ。

作品ポートフォリオに入れられるレベ
ルの高いキャラクターデザインのポートフォ
リオを制作する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

作品ポートフォリオ用の印刷物や映像を想
定してまとめ上げることができる。

2 ．DP7.完遂

毎時間の課題が達成困難であっても、あきら
めずにやり遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の授業で進捗確認やコンセプトの相談を行いますので必ず参加してください。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
作品のみで評価をするわけではなく、授業態度やプレゼンテーションなど総合的に評価をします。
デザイナー＝ビジネスマンと認識し、ふさわしい立ち振る舞いをしてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業各回のスケッチとテーマ別課題
55％
中間プレゼンテーション
10％
後期プレゼンテーション
10％
振り返りレポート
10％

： 満点が5点の5段階評価です。各回の授業で評価を行います。
各回で取り決めた内容を踏まえた提出物に仕上がっていた場合3点となり、クオリティが基準よ
り高いと判断した場合は最大で＋2点の加点をします。
： 満点が10点の3段階評価です。(0点・5点・10点)
内訳としてキャラクターデザイン自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価し
ます。
： 満点が10点の3段階評価です。(0点・5点・10点)
内訳としてキャラクターデザイン自体の質、プレゼン資料内容、立ち振る舞いから総合的に評価し
ます。
： 満点が10点の10段階評価です。
授業を通じて『ビジネスマンとしての意識』『約束事を厳守する重要性』『主体的に取り組んだ内
容』についてレポートしてください。
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最終提出物（ポートフォリオ）

15％

： 満点が15点の15段階評価です。
ポートフォリオの完成品を評価します。
クオリティの高さと十分な量を提出できたかどうかの両面で判断します。
終了後一週間以内に作品を提出してください。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜動画、Webサイトなどを提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。
最終課題はポートフォリオの成立となり、膨大な制作時間が必要です。
計画的な作業スケジュールを組んで挑むことが重要です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて告知

場所：

初回授業にて告知

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を予約しておきたい場合には、初回授業時に連絡先を伝達し
ますので、メールに相談内容を記載しアポイントを取ってください。
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：【氏名、学籍番号】キャラクターデザイン課題についての相
談)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容の解説・初回プレゼンテーション

本授業の学修を通して習得する力の説明
授業の全体像の解説・制作物の要件の解説
初回プレゼンテーション
第2回

作品制作スケッチ①・次回の課題設定
制作物の要件設定の決定
アイデアスケッチ40枚の描画（メインキャラクター男）
次回提出物の設定

第3回

講評・作品制作スケッチ②・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（メインキャラクター女）
次回提出物の設定

第4回

講評・作品制作スケッチ③・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（メインキャラクター子供）
次回提出物の設定

第5回

講評・作品制作スケッチ④・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（サブキャラクター老人）
次回提出物の設定

第6回

講評・作品制作スケッチ⑤・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（ライバルキャラクター）
次回提出物の設定

第7回

作品制作スケッチ⑥・次回の課題設定
制作物の要件設定の決定
アイデアスケッチ40枚の描画（ボスキャラクター）
次回提出物の設定

第8回

中間プレゼンテーション

中間学修到達度の確認とフィードバックの為、前回までの作
品のプレゼンテーションを行う
第9回

講評・作品制作スケッチ⑦・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（メインキャラクター男女）
次回提出物の設定

第10回

講評・作品制作スケッチ⑧・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（メインキャラクターマスコット
キャラ）
次回提出物の設定
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全１４回の授業の全体像を把握。初回授
業でプレゼンテーションを行ってもらうの
でキャラクターイラストを５点ほど準備して
きてください。次回以降から行う架空の作
品を選択し調査してきてください。
（第１回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第２回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第３回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第４回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第５回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第６回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第７回）

2時間

作品世界とキャラクターとの関係性やデザイ
ンの必然性を担当教員にプレゼンテーショ
ンしてもらいます。準備をしてきてくださ
い。（第８回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第９回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第１０回）

2時間
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第11回

講評・作品制作スケッチ⑨・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（サブキャラクターマッチョ）
次回提出物の設定

第12回

講評・作品制作スケッチ⑩・次回の課題設定
前回の提出物の講評
アイデアスケッチ40枚の描画（ボスキャラクター）
次回提出物の設定

第13回

後期プレゼンテーション

前回までの作品のプレゼンテーションを行う
第14回

レポート・最終課題の提出

授業の振り返りレポートを行う。
最終の学修達成度の確認を行う。
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教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第１１回）

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。（第１２回）

2時間

作品世界とキャラクターとの関係性やデザイ
ンの必然性を担当教員にプレゼンテーショ
ンしてもらいます。準備をしてきてくださ
い。（第１４回）

2時間

最終授業では『大学で学んだこと』と『キャ
ラクターデザイン』をテーマにして授
業の振り返りレポートを書いてもらいま
す。インターネットなどで事前に検索し準
備してきてください。また、最終課題のポー
トフォリオは授業後1週間で提出してくださ
い。

2時間

4419
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習７【AC】【GA】
丹羽学
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
映画、MV,テレビ、CM等の商業映像作品のCG、合成作業に携わる。CG監修の経験もあり。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
３D統合ソフトMAYAと２DアニメーションソフトADOBEアフターエフェクツを使用して
モーショングラフィックスといわれる動画の原型になるような２Dや３Dのアニメーション等を作成し
各種映像コンテンツやゲーム作品における映像作成を学びます。
成果物の目標
動画のオープニングタイトル（もしくはそれ風のものを作成）から、キャラクターの紹介プロモーションムービーのような短い動画の作成、そ
の動画をMP4などのフォーマットにレンダリング（計算）をし、最終的なファイルの提出

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

３DCGソフトと２Dの動画作成ソフ
トで３DCG素材を使って動画を完成させるま
での一連の流れを組んで動画にします。

動画においてのアニメーションタイミングな
どの速度感や一般的に見やすい、見ていて気
持ちいい動画を作れるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

使える音楽データなどがあれば音のタイミン
グに合わせてモーションを作成し
て人の目を引く作品を作れるようにする。

クオリティの低いものを乱発するより、クオ
リティの高いものを一つでも作れるようにな
る。クオリティの低いものを１００作って
も、１個のクオリティの高いものには勝てま
せん。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

直しは当たりまえ、手間をかけてものつくり
をできるように普段からいろんな動画や映像
作品委興味をもって接する。

2 ．DP4.課題発見

クオリティの高い動画と自分の作った動
画の違いをはっきり見極めて自分の癖や修正
点を見つける

3 ．DP8.意思疎通

どこがわからないか、何がうまくいかないの
か、自分の作品のどこがプロと違うのか、な
どの意見を発言しつつ、他人からの意
見も受け入れられるコミュニケーション能
力を持つ。

4 ．DP7.完遂

スケジュール管理、クオリティ管理等を踏ま
えて作品を完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度、姿勢
40％
提出作品のクオリティ＆完成度
30％

： 授業でやっていることをしっかり理解したうえで、わからないことがあればその場で質問できるか
どうか、意欲的に取り組んでいるかなどを考慮し評価を行います。
： 最終的に提出された作品はもちろん、作成過程も重要と考え、途中経過も随時提出してもらい評
価の対象とします。
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4419
観察力・洞察力
20％
学修到達度
10％

： アニメーション的に違和感がないかを評価します。クオリティに通じる部分はあるが、作品に反
映されていなくても、作品をこうしたかったなどの客観的な意見をプレゼンするのもOK。
： 学修した内容の集大成として作品を作り、作った作品の意図などが見た人（他者）に伝わるかどう
かを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
アニメーション表現など適宜動画、サイトなどを提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

水曜日３限
南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
niwa@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

フライングロゴ、タイトル作成から質感付け、レンダリン
グ、非常にシンプルなフライングロゴをMAYAを使って作成。

３Dソフトでタイトルを作る、イラストレーターからの立体化な
ど、デザイン性も拡張できるように作成する
立体化した文字に質感をつけ、反射物、ライティング、カメ
ラの設置などを行いシンプルなフライングロゴアニメーショ
ンを作成する。
第2回

TV番組風のオープニングタイトル作成Ⅰ

基本的なアニメーション、画面構成などはこちらから提示しま
す。最低限こちらから提示する要素は踏まえて動画化を目指しま
す。
そのうえで、各自追加要素、多少のアレンジはあり。
第3回

TV番組風のオープニングタイトル作成Ⅱ
Ⅰで作ったアニメーションに色などの質感付けをしてレンダリン
グ。AEで合成エフェクトの追加などを施して動画作成。

第4回

簡単なループモーションをAEで作成Ⅰ

イラストレーターを使って簡単な柄、模様を作成し
て、AEに取り込んで簡単な動画のループ方法を学びます。
第5回

簡単なループモーションをAEで作成Ⅱ

イラストレーター、MAYA等を使って簡単な柄、模様を作成し
て、AEに取り込んで簡単な動画のループ方法を学びます。
Ⅰの進化版としてすこし複雑なアニメーションループを作りま
す。
第6回

タイトルCGと背景CGのループモーションを重ねてエフェク
ト、色調整などを経て、一つの作品に仕上げる
先に作成した、タイトルCGとループアニメーションを合わせ
て一つの映像作品のオープニングCGムービーとしてAEで最終
的な動画作成をする。

第7回

ゲームのPV（OP)風の動画作成Ⅰ：コンテ作成
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3Dソフトで作成した文字をアニメーションさ
せます。キャラクターの場合はモデル作
成～骨入れ～アニメーションとなります
が、文字のアニメーションは複雑な工程を
いったん省いて、単純なアニメーションに集
中して作成していただきます。ポイン
トは、文字の見えやすさ、動きの滑らか
さ、緩急などを重点的に詰めます。（提出
物はありません）

2時間

前回の文字のアニメーションを参考に、TV番
組のオープニング風のアニメーションを作
成します。架空の番組や映画などのオープニ
ングを想定してもいいし、自分のデモムー
ビー作成時の動画の頭につけるように作って
もいいですが、初めはある程度の要素はこち
らからの指示で作成していただきます。そ
のベースを踏襲したうえで各自のアレン
ジはOKとします。（提出物はありません）

４時間

動画のスタートからエンドまでの一連の動き
をレンダリングまで終わらせて動画を提出。
（提出物あり）

４時間

動画のスタート時のフレームと動画の最
後のフレームが同じであればループはする
が、動き出しと動き終わりのスピードも会っ
ていないとループしてくれないので、そのあ
たりを理解して作成していただきます。（提
出物はありません）

４時間

旋回は２Dのみでループを考えますが、今
回は３Dも加味して考えていきます。最終
的に動画にするAEのなかでの見え方を一致さ
せることでより複雑なループモーションがで
きることを学んでいただきます。（提出物は
ありません）

４時間

オープニングとして10秒以内の短い動画のス
タートからタイトルが決まるまでのショート
ムービーをMP4にして提出していただきます。
（提出物はあります：作成した動画）

４時間

全体を15秒以内の想定で、3年次までに作成し
たキャラモデルがあればアニメーションをす
るためのセットアップ、キャラのチェックを
します。コンテの提出もしていただきます。
（提出物あります：絵コンテです・画
力を問うものではないのですが、コンテの内
容が相手に伝わるように考えて描いているか
どうかを見ます）

４時間

4419
上記までの作成工程を踏まえゲームPVやアニメ作品などのキャラ
クター紹介風の短い動画を作成します。
三年次までに作成したキャラが３Dでも２Dでもあればそれを使っ
て紹介動画を作ります。
この回では動画作成のためのコンテを作成します。
第8回

コンテからのラフ動画作成

コンテに沿った画面上のレイアウトなどを行っていきます。
３Dキャラの場合一枚絵でレンダリングしてAEでのレイアウ
ト、動画のアウトラインを作成していきます。
コンテをAEにコマで挿入して全体の尺（動画の長さ）を決めま
す。
第9回

CGキャラクターにポーズを加えてレンダリング、可能であれ
ば簡単な動きもつけられるようにする。

アニメーションセットアップを施したキャラをポージング、アニ
メーション、ライティング、カメラセッティングなどをしてレン
ダリングまで終わらせる。ストーリー性は問いません。
第10回

コンテに沿ってタイトルCG、キャラ名などを立体のCGで作成す
る
キャラ名や映像作品としてのタイトルCGを初期授業の作成
法を踏まえて作成します。
旋回授業で作ったキャラクターと世界観を統一させ、一つの動
画として完成させることを念頭にデザインなどします。

第11回

4回から5回の授業の方法を使って、キャラクターや世界
観に合わせた背景動画を作成

以前ループの背景を作成した方法を踏まえて、色味や世界
観を損なわないように動画に合わせ背景、全体の柄、エフェク
ト等を作成。
レンダリングまで完成させます。
第12回

タイトルCG、キャラCG,背景動画を合わせてラフ動画を作成。

キャラ等の動画、タイトルCG動画、背景動画を合わせて糸つの動
画として仕上げます。
この際、不足がある部分は追加でレンダリングまで終わらせま
す。
第13回

前回作成した動画を見直して、修正、再レンダリングしてクオ
リティアップを目指します。

ラフ動画をもとにクオリティアップをします。
第14回

最終チェック、動画作成。MP4にレンダリングする。
最終的に動画として見れるようにクオリティを上げたものを動
画。MP4にします。
使用可能な素材があれば音楽も入れて完成させます。（音
楽を入れるとテンション上がるので・・。）
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コンテで描いた要素をラフでそろえていきま
す。できればAEでラフの素材を並べてアニ
メーションタイミングや画面内でのバラン
スなども軽くチェックしつつ最終的な動
画のイメージを組み立てます（提出物はあり
ません）

４時間

しっかりとライティングをしてアニメーショ
ンがレンダリングできる内容であればレンダ
リングをします。時間がかかりそうなら、プ
レビュー版の動画を連番で作成し
てAEに取り込んで編集します。（提出物はあ
りません）

４時間

最初の授業でやったフライングロゴの要
領でキャラ名、もしくは架空のゲームタイト
ルのロゴなどを作り、動かします。（提出
物はありません）

４時間

キャラを白い背景や、黒い背景などに置かな
いように、何かしらの背景を作成します。う
るさくなりすぎないように柄などを作
成し、動かします。ループモーションにして
おくことで、動画の秒数に変更を加えても対
応できるようにします。（提出物はありませ
ん）

４時間

すべての素材を合わせて編集などを動画にし
て、いったんラフ動画として提出していただ
きます。
動きや、画面上でのレイアウト、作成したも
の同士を合わせた時のバランス等をチェッ
クしますので、MP4にして提出していただきま
す。

４時間

いわゆるブラッシュアップといわれる作業で
す、足りない部分は足して、クオリ
ティの低い部分はクオリティコントロー
ルが必要です。動画全体のクオリティアッ
プをしていただきます。（提出物はありませ
ん）

４時間

最終的な動画をMP４にして提出していただき
ます。

４時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習５【MD】
弘司
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

イラストレータとして多数のジャンルで活動中。出版社より３冊の画集を発表。アナログ水彩画の技法を得
意とする。

授業概要
【アナログで描くオリジナルイラスト】
コミックイラストなどでは特にデジタルでの制作が標準となり、その技法を切磋琢磨していますが、
イラストやアートの原典はアナログ（水彩や油絵）と言う事が出来ます。アンドゥや完成してからの細かな微調整が利かない一発勝負な側
面が大きいですが、生の絵の持つ存在感はデジタルでは得られない圧倒的なものがあります。
アナログイラストならではの計算できない偶然の効果と情報量を上手く活用して作品を制作していきます。
一人一人に対してラフ～完成まで細やかな添削を行い自身の予想を超える完成クオリティに引き上げます。
当授業ではアナログ水彩を技法として使用し、油絵やパステルなどは使用しません。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

アナログイラストの制作により表
現の幅を広げる

様々な手法による表現の可能性が得られ、デ
ジタルアナログ問わず今後の作品に活かすこ
とが出来る

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

アナログでオリジナルの作品をしっかり完
成させることにより得られる充実感と達成
感を今後のモチベーションに出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題作品のクオリティと提出率
60％

： 課題作品のクオリティにどれだけこだわりをもって制作できたか、両課題の提出率とで総合的に評
価

授業内での態度・制作に向けた姿勢
： 積極的に質問したり添削を受け、熱心な姿勢で授業に参加できたかを評価
20％
オリジナリティ

： 課題イラストにおけるオリジナリティを高めるために想像と工夫がなされたかを評価
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
当授業ではカラーとモノクロのアナログイラストを高いクオリティを目指して制作する為、講師と学生間での添削アドバイスとその反映を確
認するキャッチボールの繰り返しが不可欠です。毎回の出席はもちろん、積極的に質問と添削依頼をして自分の作品のクオリティアップを目
指してください

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

毎週月曜日14:30～16:00

場所：

南館３階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

解説
講師の紹介。学生の自己紹介。アナログイラストについて作
例や実際の画材を用いての解説。
画材を使った試し描きとして普段得意とするキャラをバストアッ
プで描く

解説内容を復習し理解を深めておく

4時間

第2回

モノクロイラスト解説
先ずはモノクロイラストの制作を進める。印象的な構図で見せ
るモノクロイラストについての解説。
効果的な描き方を作例を用いて解説する
実際の画材を使用して試し描き。キャラクターのウェストアップ

解説内容を復習し、理解を深めておく

4時間

第3回

モノクロイラスト制作①

OKが出なかった場合次回授業迄のOKを目
標に進めておく

4時間

添削中に受けたアドバイスをしっかり理解し
て次の授業で反映させる

4時間

完成しなかった場合は授業中に受けたアドバ
イスを元に次回講評会までに完成をさせる

4時間

講評で受けたアドバイスや客観的印象など
を理解し、今後の制作に活かす

4時間

解説内容を復習し理解を深め、ラフ画を進め
ておく

4時間

もしも授業内でOKが出なかった場合は次回授
業までに整えておく

4時間

印象的な構図で見せるモノクロイラストの制作開始。アイディア
ラフのチェックを受けてOKまでが目標
第4回

モノクロイラスト制作②
OKの出たラフを元に実際の制作に入る。個別に細かく添削チェッ
クを行い、高いクオリティを意識した制作を進める

第5回

モノクロイラスト制作③
この授業内での完成を目標に制作を進める。個別指導による添
削とアドバイスを行う

第6回

モノクロイラスト講評会
完成したモノクロイラストを各自プレゼンテーションする。
どこにこだわりを持って制作したかなど、
講師から講評を受ける。学生同士でも客観的な印象をそれぞれ
に伝える。

第7回

オリジナルカラーイラストの制作①
印象的な構図やキャラクターで見せるオリジナルイラストをアナ
ログカラーにて制作していく。作例や画材をを用いて解説。後
半からアイディアラフ（色設計を含む）を制作開始。
人に見せて伝える為に描く絵を意識して反映させる。

第8回

オリジナルカラーイラストの制作②
各自出来た順にラフを個別チェックしていく一発でOKにな
る事は先ずないのでアドバイスを受けて反映させる。
今回の授業内でのOKを目標とする

第9回

オリジナルカラーイラストの制作③
OKの出たラフを元に本番のイラストを制作、手法にもよるが水彩
紙への下絵を描き進める
（コピー用紙などの別紙に描いてからトレスなど）
個別にチェックとデッサンなどの添削を行う。

アドバイスを参考に下絵を進めておく

4時間

第10回

オリジナルカラーイラストの制作④

出来るだけ授業内で制作を進めるが、遅れて
いる場合は授業外でも進めておく

4時間

次回授業の制作までに作品に反映する内
容をイメージしておく

4時間

添削のアドバイスを理解して仕上げのイメー
ジをしておく

4時間

仕上げが出来ていない場合は次回合評会まで
に完成させておく

4時間

達成できた所と反省点、を今後の作品制
作に活かせるよう理解しておく

4時間

下絵のついた水彩紙を水張りしてラフで決めた色設
計を元に塗り進めていく。
自分が伝えたいイメージを常に意識して絵を見る人に伝わる効
果を考えながら進める。
個別にチェックと添削を行う
第11回

オリジナルカラーイラストの制作⑤
ラフで発想したイメージに照らし合わせて塗り作業を進める。
ラフ以上に閃いた発想なども可能な範囲で取り込みつつ進める。
基本的に紙を取り換えた「やり直し」は認めない

第12回

オリジナルカラーイラストの制作⑥
この授業内で完成の見える状態まで整える。
仕上りをイメージしスケジューリングも書き出して計画する。
個別にチェックと添削を行う

第13回

オリジナルカラーイラストの制作⑦
オリジナルカラーイラストの仕上げ～完成。自分の伝えたいイ
メージを納得のゆく形で表現できているかを確認しつつ進める。
個別にチェックと添削を行う。

第14回

合評会
それそれの作品についてアピールポイントをプレゼンテーショ
ンする。他の学生からも客観的な印象を感想としてもらう。講
師からの講評とまとめ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【IL】
寺田順三・谷口純弘
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

寺田：イラストレーター、グラフィックデザイナーとして活動している。(13回)
谷口：プロデューサーとして国際アートフェアのプロデュースを行なっている。（1回）

授業概要
これまで培ってきた基礎をベースに、オリジナルの作品制作を行う。その過程で、日常生活の中で継続して制作に取り組む姿勢を養い、「課
題のための作品」といった義務的な制作から、自立性のある制作のスタイルを身につける。日本挿画賞などのコンペに参加して作品テーマを追
求し、それを日常的に試作する姿勢を養う。また、制作した作品の社会での役割を確認するため、作品を発表する機会を設ける。
また、FM802のエグゼクティブプロデューサー谷口純弘先生による指導のもとUNKNOWN ASIAに参加し、より実践的に作家としての活動を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションを描く上で必要な描写
力とオリジナリティーのある表現力

・テーマに合わせてモチーフを加工し、他
者に魅力的に伝達することができる。
・それぞれの画材の特性を理解し、幅広い表
現に生かすことができる。
・自身の特性を理解し、研究、発展させるこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自律的に創意工夫し、実践する力

・自律的に制作や研究を継続的に行い、完成
度の高い作品として他者に提示することがで
きる。
・様々な表現技法を実験的に行い、他
者に伝わる魅力を目指し創意工夫することが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

合評会での作品発表を通じ、自分の作品を客
観的に振り返り、課題の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

・合評会や討論会での発表時、論理的な思
考を心がけ、聞き手に分かりやすく内容を伝
達することができる。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工
夫を把握し、客観的、且つ、論理的な批
評を行うことができる。

3 ．DP7.完遂

・志を高く持ち、良質な作品を完成させる意
識を持つことができる。
・日頃から公性を意識し、制作した作品に責
任を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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期末試験評価（作品提出）

60％
授業態度
20％
合評会や討論会での発表内容
20％

： ・課題の意図を把握できているか。
・クオリティーの高い作品を制作できたか。
・画材の特性を理解し、創意工夫ができたか。
・幅広い調査と研究が行えたか。
・試験期間中に提出の課題を評価対象とする。
： ・熱意を持って授業に取り組んでいるか。
・教員と積極的にコミュニケーションを取り、意欲的に学ぶ姿勢があるか。
・提出物などの期限を守れているか。
： ・自分の作品を客観的に振り返り、課題発見ができたか。
・他者の発表から、作り手の意図や表現の工夫を把握し、客観的な批評を行えたか。
・論理的な思考を心がけ、聴衆に分かりやすく内容を伝達できたか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『芸術企業論 』村上隆(幻冬舎文庫)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作に関しては授業時間だけでなく、授業外の自主制作を積極的に行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜3限

場所：

南館３F研究室２

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、初回授業内にて提示したメールにて受け付けます。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、UNKNOWN ASIA【1】~UNKNOWN ASIAについ
ての講義~
[1]講師紹介
[2]授業説明
[3]UNKNOWN ASIAについて講義
FM802のエグゼクティブプロデューサー谷口純弘先生によ
るUNKNOWN ASIAについて講義。

次週の授業に使用する画材を準備

4時間

第2回

100枚ドローイング【1】

100枚ドローイングを続ける。・次週の授
業に使用する画材を準備

4時間

[1]3年生展に出品した作品を分析(分析シートに記入)
[2]ドローイングを100枚描く
ドローイングを描くことで、「力み過ぎない完成」を体感し、作
品の幅を広げる。（時間を掛けないことを意識する。）
・100枚ドローイングを引き続き行う。
・分析シートとドローイングの説明、面談
第3回

ドローイングからの発展【1】～幅広い作品制作のために～ド
ローイングを作品として展開する～
・前回の授業で作成した100枚のドローイングから良いものを5点
選ぶ。
・選んだドローイング5点と、過去作品を参考に、オリジナ
ルの小作品を制作する(5点程度)。（画材、表現形態は自由）

制作に遅れのある者は制作する。

4時間

第4回

ドローイングからの発展【2】～幅広い作品制作のために～ド
ローイングを作品として展開する～
制作日
・ドローイングを発展させる。

制作に遅れのある者は制作する。

4時間

第5回

UNKNOWN ASIA【2】~UNKNOWN ASIA参加に向けてプレゼンテー
ション~
「UNKNOWN ASIA」
・作品のプレゼンテーション
・UNKNOWN ASIA参加を選考する。

プレゼンテーションのレポート

43時間

第6回

ドローイングからの発展【3】～幅広い作品制作のために～ド
ローイングを作品として展開する～
制作日
・作品を完成に向けて整える。

合評会に向けて作品を完成させる

4時間

第7回

ドローイングからの発展【3】～合評会～
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の作品について発表す
る。
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・課題提出

合評会を振り返り、感想文を書く

4時間

第8回

個展の企画【1】~作品のシリーズ化を意識する~
[1]個展についての説明
[2]自分自身の個展を企画する。（企画書を作成し、展覧会タイ
トルや展示空間を考える。）
[3]個展に展示する新作を1点以上制作する。

企画書の作成

4時間

制作

4時間

・これまで制作した作品を参考に、展示空間の統一性を意識す
る。
・作品のために制作したドローイングやエスキースはファイリン
グし、合評時に作品と共に発表する。
第9回

個展の企画【2】~作品のシリーズ化を意識する~
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制作日
・企画書のチェックと面談
・中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック
第10回

個展の企画【3】~作品のシリーズ化を意識する~
制作日
・作品のエスキースを作成
・必要な支持体、画材の準備
・個展の企画を具体的に練る。

制作

4時間

第11回

個展の企画【4】~作品のシリーズ化を意識する~
制作日
・作品のエスキースから本制作に入る。
・作品とともに個展の企画を進める。（作品の展示方法やコンセ
プトをつめる。パワーポイントの準備など）

制作

4時間

第12回

個展の企画【5】~作品のシリーズ化を意識する~
制作日
・中間チェック
・作品を完成に向けて整える。

制作

4時間

第13回

UNKNOWN ASIA 【3】~UNKNOWN ASIAを終えて~
UNKNOWN ASIA参加の振り返り
谷口純弘先生によるUNKNOWN ASIAについて講義。

制作

4時間

第14回

個展の企画【6】～作品のシリーズ化を意識する～
合評会
・クラスメイトの前で1人ずつ、自分自身の個展企画と作品につ
いて発表する。
・講師がそれぞれの作品について批評する。
・クラスメイトの作品を分析し、互いに批評し合う。
・作品提出
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
(期末試験として評価する)

合評会の振り返り、レポート

4時間

454

4422

333

造形芸術専門基幹演習５【VD】

授業科目名

姜尚均

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

後期

2

単位数

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
企業から発信される情報の伝達デザインを学習する。デザインは感性で解決できるモノではありません。課題を自分で見つけ、それを解決する
ために論理的に答えを探していくことです。解決するべき課題を明確にすることで、ブレない広告戦略の組み立てが可能になるのです。制作実
習は広告キャンペーン（商品・企業）における広告計画・媒体計画・表現計画の仕組みを理解し、広告目的の視覚化、具体化の方策を実習す
る。必要に応じ、DTPスキルのアップを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

広告における伝達デザインの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門技術

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）し、ビジュアルデザイ
ン制作することができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる

2 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ、チーム活動の内容を理
解し主体的に取り組むことができる

3 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合
個人評価

評価の基準

企画アイデア

： 企画性、新規性、表現力を視点に３段階に評価します。（30点、20点、10点）
30％

授業内課題、期末試験評価（課題提
： 独創性、新規性、表現力を視点に5段階に評価します。（50点、40点、30点、20点、10点）
出）
50％
発表・プレゼンテーション

： 提案力、可視化力を視点に２段階で評価します。（10点、5点）
10％

学修到達目標

： 学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価する。（10点、5点）
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
経営とデザインの幸せな関係 発行先：日経BP社、デザインマネジメント 発行先：日経BP社、デザイン思考が世界を変える 発行先：早川書
房
GRAPHIC DESIGN THEORY グラフィックデザイナーたちの〈理論〉 発行先：ビー・エヌ・エヌ新社、アートディレクションの「型」 発行
先：誠文堂新光社、造形思考(上・下) 発行先：誠文堂新光社、「これからの広告」の教科書 - 佐藤 達郎 (著) 、広告ビジネスに関わ
る人のメディアガイド2015 - 博報堂DYメディアパートナーズ
ADC年鑑(Tokyo Art Directors Club )、TDC年鑑 (Tokyo Type Directors Club) 「売る」から「売れる」へ。水野学のブランディングデザイ
ン講義／水野 学/株式会社誠文堂新光社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： ※事前にアポイントを取ること。
kang@osaka-seikei.ac.jp （Eメール件名としては基幹演習５について（氏名、学籍番号）とすること。）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「キャンペーン企画」学修到達目標について説明
特定の企業や商品を選び、キャンペーンを企画。グループ分け。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

第2回

企画書①提出（グループ）
グループミーテング&amp;amp;チェック、企画の考察

第3回

企画書①再提出／グループプレゼンテーション(PPT）
グループミーテング&amp;amp;チェック。案決定。

第4回

企画書②提出（個人）・確認
グループ（個人）企画書②チェック。各自、方向性を決める。

第5回

企画書②③提出（個人）・確認
グループ（個人）企画書②③チェック。資料確認。

第6回

ラフ案チェック＆確認
個別チェック（広告計画）

第7回

チェック＆企画確認
個別チェック／広告計画&amp;amp;表現計画

第8回

チェック＆企画確認／【中間】学修到達度の確認
個別チェック／広告計画&amp;amp;表現計画
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

第9回

カンプチェック①発表
個別チェック／表現計画&amp;amp;媒体計画（講義形式）

第10回

カンプチェック②
個別チェック／表現計画&amp;amp;媒体計画

第11回

カンプチェック③ 制作指導
全体、カンプ（A4サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP指導（必要に応じて）

第12回

カンプチェック④ 発表&制作指導
全体、カンプ（A3サイズ、プリントアウト）チェック・発
表。DTP指導（必要に応じて）

第13回

全アイテムチェック＆制作指導
個別チェック／DTP制作指導

第14回

全体講評：プレゼンテーション／【最終】学修到達度の確認
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
最終の学修達成度の確認、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
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選んだ企業や商品の特徴や競合などを分担し
て資料を集めてください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に企画
書作成。

6時間

グループで決めた案をベースに個人の企画
書②作成。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に企画
書②③作成。 資料を集める。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容をラ
フ案に反映してください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に計
画を考えてください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に計
画を考えてください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容をカンプ制
作に反映してください。

6時間

決まった案に対して、カンプ制作を行ってく
ださい。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を制作に反
映してください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を制作に反
映してください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を制作に反
映してください。

6時間

教員よりアドバイスをうけた内容を制作に反
映してください。

6時間

授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習５【AC】【GA】
丹羽学、牧野翔大
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

丹羽：映画、MV,テレビ、CM等の商業映像作品のCG、合成作業に携わる。CG監修の経験もあり。（全14回）
牧野:イラストレーション・デザインによる広告作成、展示・ワークショップなどイベント企画・運営・ディ
レクションに携わる(全14回)

授業概要
この授業では、映像作品、アニメーション作品、映像インスタレーション作品、サウンド・インスタレーション作品などの構想と制
作、及び、ポートフォリオの制作を行います。作品制作にあたっては、発想の幅を拡げるために同時代のアクチュアルな作品についての研
究や、表現を実現するための素材研究（木、金属、プラスチックなどからセンサーなどの電子部品まで）なども併せて行います。また、テー
マの発見と作品プランのプレゼンテーションも重視し制作を進めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

映像・アニメーション作品、インスタレー
ションなどの作品制作に必要な素材や表現メ
ディアについての知識と技法・技術を身につ
ける

自由な発想で斬新な作品を構想し、具体
的な作品としてかたちにできる

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

専門分野に関しての知識はもちろん、それに
つながる各分野の知識も養い、身に着ける。

具体的に、３DCGにおける建物制作なら建
築、キャラクタ制作なら人体解剖学、２Dイ
ラストは構図に必要なカメラの知識など、間
接的とはいえ結びつきの強い知識やスキ
ルを身に着け作品作りにつなげる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

さまざまな作品や理論を知り、各自のテー
マの発見する

2 ．DP5.計画・立案力

与えられた課題の意図を正しく理解し、考え
ながら取り組むことができる。

3 ．DP7.完遂

毎時間の課題が達成困難であっても、あきら
めずにやり遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の第7回（作品プランのプレゼンテーション）、及び最終回（合評）において、ルーブリックによる学修成果の評価を実施し、学
生にフィードバックします。また、各自が制作ノートを作成することによって、作品プランを考える上で必要な資料や関連書籍の調査・研
究、及び構想段階・制作段階における試行錯誤なども含めて制作プロセスの可視化を図り、学修内容の振り返りを行います。演習授業の制
作作品は学修成果ポートフォリオにまとめていきます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績は最終課題だけで評価するわけではありません。毎回出題される課題の提出物も細かく採点し、総合的に評価を行います。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品プラン

： 作品プランにおけるコンセプト、芸術性を評価します。
20％

作品プランのプレゼンテーション

： プレゼンテーション能力を評価します。
10％

作品の評価

： 作品の技術的完成度、芸術的表現力を評価します。
50％

学修到達度

： ポートフォリオの完成度、デザイン性を評価します。
10％

制作ノート
10％

： 作品を構想するために調べた関連書籍からのメモや作品のラフスケッチなど、作品制作のプロセ
スを評価します。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科書」佐藤 智幸
「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイトル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウトの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウトの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウトの本」ingectar-e
その他、授業中に適宜指示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
各自、作品構想のためのメモやアイデア・スケッチを記すためのノート（もしくはスケッチブック）を用意してください。
演習授業の成果物（制作作品）は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日３限

場所：

南館２階

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業の際にアナウンスします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス。課題説明。各自の作品制作のテーマと表現形式に
ついて考える
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第2回

作品の企画１：構想
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第3回

作品の企画２：調査
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第4回

作品の企画３：計画
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第5回

作品の企画４：精査
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第6回

作品の企画５：立案
参考となる各種資料を提示し、解説する。また各自の作品構想に
ついて個別指導を行う。
参考書籍:「採用担当者の心に響くポートフォリオ アイデ
ア帳」中路 真紀・尾形 美幸
「ポートフォリオ見本帳」尾形 美幸
「ＣＧクリエイターになるためのポートフォリオ制作の教科
書」佐藤 智幸

第7回

作品プランのプレゼンテーション
各自の作品プランのプレゼンテーションを行う。プレゼン後、作
品プランについて具体的な検討を行う。
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作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品構想のために展覧会図録や関連書
籍を調べ、ノートにメモを取ったり、作
品のアイデア・スケッチを描く

2時間

作品プランを実現するための素材や技法など
について具体的に検討する。作品のラフス
ケッチを完成させる。

2時間
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第8回

作品の制作１：ツールおよび作業環境の整備
作品プランに基づいて、各自制作を進める。作品制作に必要な素
材や技法、メディアなどについて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第9回

作品の制作２：技法の習得と習熟
作品プランに基づいて、各自制作を進める。作品制作に必要な素
材や技法、メディアなどについて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第10回

作品の制作３：着手と推進
作品プランに基づいて、各自制作を進める。各自の進捗状
況に応じて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第11回

作品の制作４：アレンジ
作品プランに基づいて、各自制作を進める。各自の進捗状
況に応じて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第12回

作品の制作５：作業の検証
作品プランに基づいて、各自制作を進める。各自の進捗状
況に応じて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第13回

作品の制作６：ブラッシュアップ
作品プランに基づいて、各自制作を進める。各自の進捗状
況に応じて個別指導を行う。
参考書籍:「アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく! タイト
ル文字のデザイン」パイインターナショナル
「あたらしい、あしらい。あしらいに着目したデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e
「ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウ
トの本」ingectar-e

第14回

作品発表と講評
完成した作品とそのコンセプトについてプレゼンテーショ
ンを行う。ルーブリックによる評価と講評を行う。
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作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品制作とポートフォリオ制作を計画
的に進める。

2時間

作品とポートフォリオを完成させ提出

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【MD】
山下貴司
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ゲーム・アニメ分野の専門学校講師を17年経験。過去にフリーランスとして、ゲームや漫画用背景の3DCGを制
作。現在、株式会社サンジゲン（CGアニメーション制作会社）に所属。（全14回）

授業概要
本授業は3DCG制作ソフト「MAYA」を使用した3DCG制作技術を学習します。
まずはシンプルなモチーフを元に3DCG制作の基礎を体験し、完成までのワークフローを学習します。
次にPBR（フィジカルベースドレンダリング）を用いたハイエンドゲームにおける3DCGの表現方法を学習します。
必要なソフトの起動方法から始まり、3DCGを制作するために必要なモデリング技法、テクスチャ作成、マッピング方法、ライティング（照
明）、カメラワーク、レンダリング技法を習得します。
また制作のためのリファレンス（資料）の収集方法やデザインを行う上での考え方も習得します。
さらに、ポートフォリオ作成を想定した出力技法を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ゲーム開発の現場における3DCG制作のワーク
フローの基礎を理解、習得する。

MAYAを用いた3DCG制作技法について、モデリ
ングからレンダリングまでの一連のワークフ
ローの基礎を習得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

PCソフトの使い方、使用する様々なファイ
ルの特徴とそれに合わせたソフトウェアの活
用方法を理解、習得する。また、トラブル発
生時の解決方法を習得する。

MAYA、Photoshopとペンタブレットの使用方
法を正しく理解、習得する。また作成し
たデータの整理、提出方法を理解、習得す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の得意な作業（分野）の発見、進みた
い職業に向けて、必要な知識と技術を理解す
ることを目標にする。

2 ．DP5.計画・立案力

各課題において具体的に完成イメージを視覚
化し、それを完遂するための必要なツー
ルと作業手順を理解することを目標にする。

3 ．DP6.行動・実践

実際にPCを使った作業を行える技術と知
識を習得することを目標にする。

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことを目
標にする。

5 ．DP10.忠恕の心

3DCG制作を誠実に取り組み、周囲から頼りに
される人物になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
授業では、Google Classroomを使用する場合があります。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績は制作物の結果だけを評価するわけではありません。
制作のワークフロー、使用技術、プレゼンテーション、授業態度等、総合的に見て評価をします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。
15％
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学修到達目標

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・Autodesk Maya トレーニングブック 第4版
・作って覚える Mayaモデリングの一番わかりやすい本
・Mayaベーシックス 3DCG基礎力育成ブック
・Maya実践ハードサーフェスモデリング:プロップと背景から学ぶワークフロー
・カラー&ライト ～リアリズムのための色彩と光の描き方～
・入門CGデザイン -CG制作の基礎- [改訂新版]
その他有益な書籍や資料があれば授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目はMAYAを使った3DCG制作技法を学びます。
2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められます。
授業外で取り組むことが可能な課題が出題されます。
可能な限り授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をしてください。
全14回、半年間の長い工程になるので、一日の欠席が制作スケジュールに影響することを理解してください。
また受講中はできるだけメモを取り、いつでも振り返りができる行動をしてください。
授業に必要なデータの配布はGoogle Classroomを使用します。
また、制作したデータは各自のGoogle Driveに保存する等、自己管理を行ってください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を前もって予約しておきたい場合には、
Eメールで下記のアドレスに送ってください。
yamashita-t@g.osakaseikei.ac.jp
メールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：MAYAの機能について【氏名、学籍番号】)
また、Google Classroom内でも対応しています。
オフィスアワー・時間外での質問方法の曜日時間については変更が出た場合は都度授業内で伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

MAYA_ポリゴンモデリングの基礎1（準備と実践）
＜学修到達目標＞
・MAYAを使用したローポリゴンモデルの作成のワークフローの習
得。
・モデリング、質感設定、ライティング、カメラワーク、レンダ
リングの方法を理解する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いモデリングを行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使い自動車のモデリングを進め
る。

2時間

授業内容を復習し、授業時間外に自動車のモ
デリングとマテリアルを設定する。

2時間

＜授業概要＞
・ポリゴンモデリングの概要、理解。
・MAYAを用いた「自動車」のモデリングを開始、実制作を行う。
・自動車のデザインは共通のもので制作するが、多少のオリジナ
リティは可とする。
＜詳細＞
・ポリゴンの要素（頂点、エッジ、面）の理解と操作方法を理
解する。
・プロジェクトフォルダの設定方法を理解し、データの保存方
法と管理方法を習得する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
第2回

MAYA_ポリゴンモデリングの基礎2（マテリアルの設定の基礎）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「自動車」のモデリングの続き。
・マテリアル（質感）設定の理解と実践。
＜詳細＞
・自動車の3Dモデルにマテリアル（質感）を設定する技
法を学ぶ。
・マテリアルの設定方法、手順をハンズオン（体験学習）で習
得する。
・モデリングができていない場合は作業する時間を取ります。
・自動車の3Dモデルはこの授業時間内でモデリングとマテリア
ル設定を完了させる。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。

第3回

MAYA_ポリゴンモデリングの基礎3（UV展開とテクスチャマッピ
ング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「自動車」のモデリングの続き。
・UV展開の方法とテクスチャマッピングの設定方法のワークフ
ロー（手順）の理解
＜詳細＞
・ペンタブレットを使用する（用意します）
・自動車の3DモデルをMAYAを用いてUV展開（展開図の作成）す
る。
・モデリングした展開図をPhorotohopを使いテクスチャを描きこ
む。
・描きこんだテクスチャ画像をMAYAに読み込み、自動車のモデ
ルに適用する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
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第4回

MAYA_ポリゴンモデリングの基礎4（ライティング・カメラワー
ク）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「自動車」のモデリングの続き。
ライティング（照明）の設定方法とカメラワークの基礎を習得す
る。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開とテクスチャマッピン
グを行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いレンダリングした画像を提
出する。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターのモデリン
グを進める。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いUV展開とテクスチャマッピン
グを行う。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いモデリングとテクスチャマッ
ピングを完了させる。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いリギングの練習をする。

2時間

＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・カメラの基礎、構図の設定方法を学習する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
第5回

MAYA_ポリゴンモデリングの基礎5（レンダリング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「自動車」のモデリングの続き。
・レンダリング出力方法を学習する。
＜詳細＞
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・MAYAソフトウェアのアルゴリズムを用いたレンダリング、画
像の出力方法を学ぶ。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
・出力した画像は提出する（課題1）。

第6回

MAYA_フォトリアリスティック表現1（フォトリアリスティック
モデリングの準備と実践）
＜中間学習到達度の確認＞
・第1回～第5回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・ポリゴンモデリングの概要、理解。
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングを開始、実制作を行う。
・デザインやレイアウト等は、各自でオリジナルを考える。
＜詳細＞
・道路と壁面（法面）、ガードレールのモデリングを行う
・ポリゴンの要素（頂点、エッジ、面）の理解と操作方法を理
解する。
・プロジェクトフォルダの設定方法を理解し、データの保存方
法と管理方法を習得する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。

第7回

MAYA_フォトリアリスティック表現2（モデリング作業）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングの続き、実制作を行う。
・作成する物体が多いため、モデリングの作業時間を多く確保す
る。
・デザインやレイアウト等は、各自でオリジナルを考える。
＜詳細＞
・道路と壁面（法面）、ガードレールのモデリングの続き
を行う。
・ペイントエフェクトを使用した木や草のモデリングを行う。
・ポリゴンの要素（頂点、エッジ、面）の理解と操作方法を理
解する。
・プロジェクトフォルダの設定方法を理解し、データの保存方
法と管理方法を習得する。
・モデリングの方法、手順をハンズオン（体験学習）で習得す
る。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。

第8回

MAYA_フォトリアリスティック表現3（マテリアル設定とモデリ
ング作業の続き）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングの続き、実制作を行う。
・マテリアル（質感）設定の理解と実践。
＜詳細＞
・道と木の3Dモデルにマテリアル（質感）を設定する技
法を学ぶ。
・マテリアルの設定方法、手順をハンズオン（体験学習）で習
得する。
・モデリングができていない場合は作業する時間を取ります。
・3Dモデルをこの授業時間内で完成させることを目標にする。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。

第9回

MAYA_フォトリアリスティック表現4（UV展開とテクスチャマッ
ピング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングの続き。
・UV展開の方法とPBRテクスチャ画像を用いたテクスチャマッピ
ングの設定方法のワークフロー（手順）の理解。
＜詳細＞
・モデリングが終了した3DモデルをMAYAを用いてUV展開（展開
図の作成）する。
・フリー素材サイト（HP）にアクセスし、PBRテクスチャ画
像の収集作業を行う。
・ダウンロードしたテクスチャ画像をMAYAに読み込み、3Dモデ
ルに適用する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。

第10回

MAYA_フォトリアリスティック表現5（ライティング・カメラ
ワーク）
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＜授業概要＞
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングの続き。
・ライティング（照明）の設定方法とカメラを設定する。
＜詳細＞
・Arnold（アーノルド）レンダラー前提のライト設定を行う。
・HDRI画像の使用方法を学習する。
・ライトの種類や特徴、パラメータの調整方法を理解する。
・カメラの基礎、構図の設定方法を学習する。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
第11回

MAYA_フォトリアリスティック表現6（レンダリング）
＜授業概要＞
・MAYAを用いた「道と木」のモデリングの続き。
・レンダリング出力方法を学習する。

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキーフレームアニメーショ
ンの練習をする。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いコントローラーの付け方を練
習をする。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターアニメーショ
ンを付ける。

2時間

授業内容を復習し、授業時間
外にMAYAを使いキャラクターアニメーショ
ンを完成させる。

2時間

＜詳細＞
・Arnoldレンダラーの使用方法を学習する。
・画像の出力方法を学ぶ。
・担当教員と一緒に制作し、制作方法を学ぶ。
・出力した画像は提出する（課題2）。
第12回

MAYA_データ合成
＜授業概要＞
・MAYAを用い、同一シーン内に、複数のモデルを
・合成する方法を学習する。
＜詳細＞
・自動車の3Dモデルを用意する（授業で制作したもの）
・道と木の3Dモデルを用意する（授業で制作したもの）
・新たなシーンに作成済みの2つのモデルを合成し、1つのシー
ンにまとめる。
・モデリングが終了していない学生は作業時間とする。

第13回

MAYA_ポートフォリオの作成1（ページレイアウト）
＜授業概要＞
・MAYAを用い、ポートフォリオ用に出力する方法を学習する。
＜詳細＞
・授業で制作した3Dモデルをレンダリング、レタッチを行う。
・MAYAとPhotoshop、Illuistratorを使用する。
・フォントの使い方、レイアウト技法を学習する。

第14回

MAYA_ポートフォリオの作成2（仕上げ）
＜最終学習到達度の確認の実施＞
・第6回～第13回で提出した、作品の講評を実施。
・個別に作品のフィードバック、アドバイスを授業内で行う。
＜授業概要＞
・MAYAを用い、ポートフォリオ用にページ制作、仕上げる。
＜詳細＞
・授業で制作した3Dモデルをレンダリング、レタッチを行う。
・MAYAとPhotoshop、Illuistratorを使用する。
・フォントの使い方、レイアウト技法を学習する。
・pdfで出力し完成させる（課題3）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習７【MD】
弘司
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
イラストレーターとして数多くのジャンルで活動中。出版社より３冊の画集を発表している

実務経験の概要

授業概要
【小説を読んで描く汎用性のあるイメージイラスト】
プロの小説家描き下しの小説（シノプシス）を読み、
その作品を象徴し、かつ小説の表紙だけに留まらず、
様々なメディアに展開した場合にも作品を代表するイメージとして使用できる、
汎用性のある『イメージイラスト』を制作します。
物語に初めて触れる人にも世界観やキャラクターの持つ魅力を理解しやすく伝える為にデザインする。
理解力と発想力、デザインセンスが総合的に高いレベルで求められる。
これまで培ってきたスキルを活かしつつ、各工程のチェックごとにクオリティラインを設定し高い完成度を目指します。
なるべく授業内での制作時間を増やし、細かな進捗の確認と添削をしてクオリティの底上げを行う。
デジタル・アナログどちらでも制作可。
ただし授業内ではツールや画材についての詳細な解説は行わない。
（必要に応じて個別に指導します）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

実際の商業イラストの発注のスタイルに見
立て段階的にチェックを行い、
スケジュール管理をしっかり意識して確
実に完成するための計画性を身に着ける

一人一人に対してラフ～完成まで細やかな添
削を行い自身の予想を超える完成クオリ
ティに引き上げる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分の作品に対して客観的な視
点を持ち、伝える為の解りやすさ、キャッ
チーさを意識できる。
自分の作風・個性の長所を発見し、発展
的な目標を意識できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出率と作品のクオリティ

： 各工程ごとの納期を守れたか、課題の発想力と技術力を総合的に評価
60％

授業における積極的な姿勢

： 授業中制作に熱心に取り組めていたか、プレゼンや講師への質問、添削希望など積極性を評価
20％

課題への理解度

： 技術的なクオリティとは別に課題の目的を意識して作品に反映出来ているかを評価
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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授業では制作工程の段階ごとに締め切りを設けて進めていくので、計画的に進めなければズルズルと後れをとっていく事になります。成績に
も影響しますので、少しでも分からない所があれば質問して添削を受けるなど積極的に取り組んでください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日14:30～16:00

場所：

南館３F研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イメージイラスト解説
講師の紹介。学生の自己紹介。イメージイラストとはどういうも
のかをキャラクターデザインのポイントもあわせて解説。
作品を読み、内容と世界観を理解する。その後主要なキャラク
ターのデザイン画に取りかかる。
絵柄のテイストは出来るだけ学生の得意とするものを尊重する。

第2回

キャラクターデザイン①
主要なキャラ（主人公・ヒロイン）のデザイン。
解説のポイントを理解し、物語の持つ世界観やキャラクターの設
定をしっかり反映出来ているかを重視。
文章中に明記されていない部分のアレンジなど自分の持つ個
性を意識してデザインに落とし込む。
デザイン画は「立ち絵・表情・アイテム・色設計」で構成する。

解説について理解し、デザイン画の準
備を進める

2時間

授業内で終わらなかった場合は次回までに完
成させておく

4時間

第3回

キャラクターデザイン②
主要なキャラ以外もデザインする。複数あるのでイラストに必
要であろうものに絞る。
立ち絵と色設計。他のキャラと世界観のバランスがとれている
か等注意しつつ描く。

次回講評までに完成させておく

4時間

第4回

キャラクターデザイン講評会

講評で受けたアドバイスをデザインに反映さ
せておく

4時間

出来上がったキャラクターデザインに対してプレゼンをし、講
評を行う
第5回

イメージイラストラフ制作①
イメージイラストのラフ画にとりかかる。基本のラ
フ画の描き方や効果的な構図の考え方について資料を例にとっ
て解説。
その後ラフ画にとりかかる。

解説を理解し、ラフの制作を進めておく

2時間

第6回

イメージイラストラフ制作②

もしもOKが出なかった場合次回授
業にOKが出るよう整えておく

4時間

個別にチェックと指導を入れつつラフ画を制作する。チェッ
クでOKが出ないと仕上げには移れない。
今回の授業中にチェックを受けられるよう目標を定める。
第7回

イメージイラスト下絵制作①
OKの出たラフ画を元に本番のイラストを制作する。
先ずは下絵に取組み構図の調整やデッサンの添削を随時個
別に行う。
ラフ画では重視していなかったデッサンや細部のディテールに注
意する。

添削で受けたアドバイスを反映させておく

4時間

第8回

イメージイラスト下絵制作②

添削の調整によってどう変化したか、をしっ
かり理解し反映させる。

4時間

個別添削で受けた調整指示を反映して下絵を完成させ
る。OKが出たものから随時仕上げの工程に進んでいく。
第9回

イメージイラスト仕上げ制作③
引き続き下絵～仕上げの作業。
添削の内容によりこの辺りで進捗にバラつきが出始めるので、
何の作業にどれだけの時間をかけるのかを書き出して計画を立て
る。講師に計画報告の上、
以降はその計画に従い進める。

計画を意識して授業外でも進めておく

4時間

第10回

イメージイラスト仕上げ制作④
計画に基づきスケジュールを意識してイラスト制作を進める。
一人一人の個性に応じ、最適な方向性を考えつつクオリ
ティを上げていく。

アドバイスを参考に授業外でも進めておく

4時間

第11回

イメージイラスト仕上げ制作⑤

講師からのアドバイスを反映させて進めてお
く

4時間

チェックで受けたアドバイスを完成作品に反
映させる

4時間

この時点で完成の見える状態までしっかり手を入れる。
演出面での不足は無いか、ラフアイディアで狙った通りの完成
度に近づけているかを講師と話し確認。
第12回

イメージイラスト仕上げ制作⑥
最終の添削と微調整。あらためて客観的な目線で見直しをし、講
師の最終チェックを受け納得のゆく形で完成をする。

第13回

グッズ展開（デフォルメキャラ）
作品キャラクターのグッズ展開に見立て「ちびキャラ」をデザイ
ンする。最低１キャラ。
解説・個別添削を行い自分のキャラに合ったデフォルメのバラン
スを習得。授業内で個別に添削。

添削のアドバイスを作品に反映させておく

2時間

第14回

合評

課題全体の振り返りをして反省点は更に作
品に反映させておく

2時間

完成したイメージイラストについて、学生それぞれが全員に向け
てアピールポイントをプレゼンし、
イラストを制作する上でのテーマである伝える為の解りやす
さ、キャッチーさを作品に込める事が出来たかを考える。
※可能であれば、文章を書いて頂いた作家様を迎え作家目線で
の感想意見もうかがう
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【MD】
野口周三
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、映画・ドラマ・アニメなどの脚
本（シナリオ）、企画・プロデュースなども担当。（全14回）

授業概要
【就活へ向けたポートフォリオ制作/企業研究/グループディスカッション】
自己分析や自己理解のアプローチの仕方などを学びつつ、芸術学部で学んだ技術を活かしポートフォリオ制作を行う。
今後の就職活動やキャリア設計に役立つ内容を用意。グループディスカッションを行いつつ、社会の仕組みや雇用環境、職業選択、キャリ
アの選択肢について理解し、自己実現に向けた能力の獲得、目標の設定、行動計画を立てるために必要な情報を収集し、今後の就職活動に備え
る

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

芸術学部で学んだ技術を活かし、ポートフォ
リオ制作を行う

雇用環境の現状、キャリアの選択肢につい
て理解し、ポートフォリオ制作を行う

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

業界や企業の情報収集を行い、職業理
解を深める

今後の就業体験や就職活動に備え、ポート
フォリオを完成させる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自己管理や自己理解のアプローチの仕方など
を学びつつ、課題発見を行う

2 ．DP6.行動・実践

自己実現に向けた目標の設定、行動計
画を立てるために必要な情報を収集、実践す
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題、試験（課題提出）
40％
発表

： 授業全体に出す提出課題について、課題の目的を正しく理解して取り組み作成できているかを評
価します。 論理的構成力（10点）、分析力（10点）作品性（10点）合計30点を評価の対象とす
る。
： 合評時に、聞き手の反応を想像した準備と発表ができているかを評価する。

30％
受講状況
20％
平常点

： 各回授業への積極的参加（発表や質問等は加点）や授業態度（受講マナーや私語、携帯電話等の授
業の妨げになる場合は減点）を総合的に評価する。
： ワークシートの取り組み状況、遅刻せず出席できているかを評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜５限
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場所：

南館3階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

今年度の就職活動の状況を把握する
今年度の就職活動の状況を説明するとともに、企業情報の収
集とポートフォリオ制作を行う

企業情報の収集を行う

2時間

第2回

自己分析の方法を学ぶ
自己分析の仕方などを学び、自分の強みを掘り下げる。並行し
てポートフォリオ制作を行う

自己分析を行い、自分の強みを掘り下げる

2時間

第3回

ポートフォリオ制作/クリエイティブ系に就職した学生のポート
フォリオ分析
クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分
析を行い、自分の作品に活かす

企業情報の収集を行う

2時間

第4回

クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分析
クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分
析を行い、自分の作品に活かし、ポートフォリオ制作を行う

企業情報の収集を行う

2時間

第5回

ポートフォリオ制作/クリエイティブ系に就職した学生のポート
フォリオ分析
クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分
析を行い、自分の作品に活かし、ポートフォリオ制作を行う

ポートフォリオ制作

2時間

第6回

クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分析
クリエイティブ系に就職した学生のポートフォリオ分
析を行い、自分の作品に活かし、ポートフォリオ制作を行う

ポートフォリオ制作

2時間

第7回

中間合評/企業情報収集、分析について発表

中間合評の結果をポートフォリオに反映させ
る

2時間

中間合評の結果をポートフォリオに反映させ
る

2時間

担当教官へ向けて、自らがまとめた企業情報、分析結果を発
表。ポートフォリオ制作の進行状況も確認する
第8回

中間合評/自己分析について発表
担当教官へ向けて、自らがまとめた自己分析結果を発表。ポート
フォリオ制作の進行状況も確認する

第9回

就職活動の流れを知る
就職活動の流れを俯瞰でつかみ、今後の参考とする。並行し
てポートフォリオ制作を進める

就職活動の流れを復習する

2時間

第10回

就職活動の流れを知る/面接・プレゼンテーション
面接・プレゼンテーションについて学び、自己プロデュー
スに活かす。並行してポートフォリオ制作を進める

面接の質問を想定し、答えを考える

2時間

第11回

模擬面接・プレゼンテーションの実施
担当教員と個別に模擬面接・プレゼンテーションを行う。並行し
てポートフォリオ制作を進める

模擬面接の結果を踏まえ、修正する

2時間

第12回

ポートフォリオの制作確認
担当教員と個別にポートフォリオの確認を行う

ポートフォリオ確認結果を踏まえ、修正する

2時間

第13回

最終合評

最終合評結果をふまえ、ポートフォリオ修
正を行う

2時間

授業の振り返り

2時間

全員へ向けてポートフォリオ内容を発表・プレゼン、合評を行う
第14回

最終合評/プレゼンテーション
全員へ向けてポートフォリオ内容を発表・プレゼン、合評を行う
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習２【VV】
浅田伸、伊藤俊輔、丹羽学
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

映像系アーティストとしてＣＭ・映画・テレビ・ＭＶ等に携わり、特殊撮影および視覚効果・編集に従事し
た経験のある教員、およびプログラマーとしてゲーム開発に携わり、実務でゲームエンジンを利用した経験の
ある教員が担当。

授業概要
映像の制作において、より高度な撮影とそれに応じた編集の技法を学び、イメージを具体化するプロセスに応用することで、表現力を洗練させ
る。またグリーンバック撮影で得られた被写体とゲームエンジンにより制作したＣＧ背景との画像合成を実践し、特殊な撮影を前提とする視覚
効果に関して網羅的に習得する。
その際、媒体の種類（映画・ＣＭ・テレビ番組・Ｗｅｂ動画...）やジャンル（ドラマ、報道・ドキュメンタリー ...）との関連、および最
新の機材事情なども理解した上で、様々な手技を映像の目的・内容・解決すべき課題に応じて使い分ける感覚を磨く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

カメラや編集ツールの高度な使い方につい
て習熟する。

特殊撮影とそれを前提とする視覚効果につい
て深く理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

高度な技法を利用したイメージ動画を企
画・制作する。

表現すべき内容に応じ、最適な視覚効果を選
択できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

解決すべき課題を理解し、その対処に必
要な手続きを具体的に模索することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら構想したアイデアを適切な資料に落と
し込める。

3 ．DP6.行動・実践

与えられた課題を自らの力でやり遂げること
ができる。

4 ．DP7.完遂

作品の完成に不可欠な粘り強さを体得する。

5 ．DP10.忠恕の心

建学の精神を理解し、大学生にふさわしいマ
ナーを身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイディア

： 企画性、新規性を評価する。
30％

授業内課題、課題提出

： 独創性、表現力を評価する。
40％

発表・プレゼンテーション

： プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を評価する。
10％

振り返りシート

： 授業の理解、学修の振り返りができているかを評価する。
10％
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学修到達目標

： 学修到達目標を6項目４段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「映像カメラマンのための構図完全マスター」益子広司・内田一夫（玄光社）
「図解・実践 映像ライティング」櫻井雅章（玄光社）
「AfterEffects 標準エフェクト全解」 石坂アツシほか（ビー・エヌ・エヌ新社）
上記については教科書として指定される書籍ではないが、ごく一般的で習得に価する。
（授業の際、必要に応じて随時資料を提供する）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また撮影に関わる一部の授業を、土曜日を主体とした集中授業として実施する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレスに送ってくださ
い。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

特殊撮影・視覚効果の概要
全１４回を概観し、制作すべきイメージ動画（slide-show
video）の仕様を学ぶ。また学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明する。加えて、作品制作で必要とな
る研究倫理について学ぶ。

商業目的で制作された映像や音楽を鑑
賞し、視覚効果を意識しつつ企画を練る。

6時間

商業目的で制作された映像や音楽を鑑
賞し、視覚効果を意識しつつ企画を練る。

6時間

商業目的で制作された映像や音楽を鑑
賞し、視覚効果を意識しつつ企画を練る。

6時間

絵コンテの内容を精査しつつ、撮影場所・時
期を詳細に検討する。

6時間

撮影場所・時期を詳細に検討し、機材リス
トを含む香盤表を仕上げる。

6時間

またサンプルのポートフォリオサイトを閲覧し、学生生
活の中で制作すべき作品群について構想する。
第2回

ハイスピード撮影と4K
4K60pハイスピード撮影の技法について学ぶ。と同時に、必要と
なるカメラ・マイク・照明機材等を運用する手順、および編
集に用いるソフトウェアの操作方法について習熟する。

第3回

RAW／Log撮影とカラーグレーディング
RAWおよびLog撮影に基づく色補正の技法について学ぶ。と同
時に、必要となるカメラ・マイク・照明機材等を運用する手
順、および編集に用いるソフトウェアの操作方法について習熟す
る。

第4回

単焦点レンズと被写界深度
レンズ交換式シネマカメラを用いた撮影を学ぶ。またイメージ動
画のテーマと絵コンテを一旦完成させ、提出する。

第5回

イメージ動画の制作（１）計画
絵コンテに対する教員からのフィードバックを受け、内容を練
成しつつカットリストと香盤表を仕上げる。加えて、スタジオお
よび機材の使い方に習熟し、第４回までに学んだ技法を再確認す
る。

第6回

イメージ動画の制作（２）計画の検証
絵コンテ・カットリスト・香盤表について、PPM（＝プリプロダ
クションミーティング・事前検討会議）を行い、実施の可能
性を鑑みた修正を行った上で確定させる。加えて、スタジオおよ
び機材の使い方に習熟し、第４回までに学んだ技法を再確認す
る。

計画に沿って撮影準備を行う。

6時間

第7回

イメージ動画の制作（３）撮影の実践
PPMを経て計画が承認されたグループは撮影を開始し、未承
認のグループは再度PPMを行う。

計画に沿って撮影・編集を行う。

6時間

第8回

イメージ動画の制作（４）編集の実践
撮影した素材を編集する。その際、不備が認められた場合は再撮
影について計画する。

計画に沿って撮影・編集を行う。

6時間

第9回

イメージ動画の制作（５）結果の検証
イメージ動画を完成させ、中間学修到達度とフィードバッ
クを行う。

計画に沿って撮影・編集を行う。

6時間

第10回

画像合成（１）グリーンバック撮影

授業の内容を復習し、自宅でコンピュー
ターなどを使い自主制作を行う。

6時間

授業の内容を復習し、自宅でコンピュー
ターなどを使い自主制作を行う。

6時間

授業の内容を復習し、自宅でコンピュー
ターなどを使い自主制作を行う。

6時間

グリーンバックを使った人物撮影を実践し、合成時のライティン
グやトラッキング等の技法について学ぶ。
第11回

画像合成（２）ＣＧ背景の構築
3DCG系ソフトウェアを使った映像制作の技法全般につい
て学び、そのなかで背景に特化した手順を実践する。

第12回

画像合成（３）ＣＧ背景との連動
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3DCG系ソフトウェアを使って作成した背景素材と、グリーンバッ
ク撮影した人物の動画素材を連動させつつ合成する方法につい
て実践する。
第13回

画像合成（４）ＣＧ素材の構想と制作
3DCG系ソフトウェアを使って背景を作成する際、入れ込むべき簡
単な立体を構想（デザイン）・制作する技法を学び、実践する。

第14回

特殊撮影・視覚効果の意義
完成したイメージ動画の全体試写を行った上で、１３回の内容に
ついてグループトークによる振り返りを行い、最終の学修達成
度を確認する。
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授業の内容を復習し、自宅でコンピュー
ターなどを使い自主制作を行う。

6時間

授業の内容を復習し、得られた知見を活かし
た自主制作を行う。

6時間

4436
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習３【VV】
浅田伸
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

映画、テレビ番組、企業ＣＭ・企業ＶＰ、Ｗｅｂ動画など様々な商業メディアにおいてプロデューサーおよ
びディレクター経験を有する教員が担当。

授業概要
映像の制作において、企業ＣＭ（コマーシャル）や企業ＶＰ（ビデオプロモーション）のように、ステークホルダー（スポンサー、クライアン
ト）との模擬オリエンテーションに紐付き、何らかの社会課題を解決することを目的とするケースを学び、その制作スタイルを習得する。ま
た各々の課題を明確化し、その解決を目的とする作品の内容と規模を構想することで、表現者としての公共性を身につけながら、納期を守らな
ければならないという作業者としての計画性を洗練させる。
またエンドユーザに届ける目的で制作されたエンタテイメント作品と、課題解決型作品の違いについて知見を深め、クリエイターに求められ
る気構えや打ち合わせに必要な感覚を磨く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

課題解決を目的とした企画の立案に必要な撮
影や編集の技法を習得する。

制作する映像の目的の違いに応じ、適切に技
法を選択できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

立案した企画内容を絵コンテや台本でプレゼ
ンテーションする。

ステークホルダーに伝わる資料の在り方につ
いて理解し、会議にのぞむことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題の本質を見極め、的確にインパク
トを与える企画を構想できる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら構想したアイデアを適切な資料に落と
し込める。

3 ．DP6.行動・実践

自らの力で作業を成し遂げ、課題解決の道
筋をつけることができる。

4 ．DP7.完遂

ステークホルダーからの要望を反映し、修
正した上で要件を満たす作品を完成させられ
る。

5 ．DP8.意思疎通

資料で表現した企画意図をわかりやすく説
明することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の課題に対する提出物

： 各授業内容の理解度を提出物をもって評価する。未提出の場合は減点の対象とする。
30％

受講状況

： 課題への取り組みにおける積極性、授業中の態度等から総合的に判断する。
40％

期末発表

： 準備した資料と発表の内容が適切かどうか、および内容が正しく伝えられたかどうかを評価する。
30％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「シナリオの基礎技術」 新井一（ダヴィッド社）
「Making a Good Script Great」 Linda Seger（Silman-James Pr）
「映像カメラマンのための構図完全マスター」益子広司・内田一夫（玄光社）
「音声収録・整音ハンドブック」（玄光社）
「図解・実践 映像ライティング」櫻井雅章（玄光社）
上記については教科書として指定される書籍ではないが、ごく一般的で習得に価する。
（授業の際、必要に応じて随時資料を提供する）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また第５回～第８回の授業を、主に土曜日を使った疑似クライアントの拠点または遠隔による集中授業として実施する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 備考・注意事項：授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレ
スに送ってください。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題解決型映像（ビデオプロモーション、コマーシャル）と
は何か
全１４回を概観し、制作すべき映像の仕様を学ぶ。また学修到達
目標について、この授業の学びと養われる力を説明する。

商業目的で制作されたＶＰやＣＭを鑑
賞し、その技法を分析する。

2時間

第2回

インタビューの基礎

商業目的で制作されたＶＰやＣＭを鑑
賞し、その技法を分析する。

2時間

商業目的で制作されたＶＰやＣＭを鑑
賞し、その技法を分析する。

2時間

商業目的で制作されたＶＰやＣＭを鑑
賞し、その技法を分析する。

2時間

・インタビュー項目を立案し、それに基づく模擬インタ
ビューを実践し、インタビュアーとしての言語感覚を磨く。
・撮影したインタビュー素材をコンピューターで編集し、テキス
ト化する作業に習熟する。
第3回

外観撮影と物撮り
・インタビュー項目に応じた外観撮影と物撮りを実践し、基本
的な制作スタイルを身につける。
・撮影したインタビュー素材と収集したインサート素材を統
合し、模擬インタビュー動画を完成させる。

第4回

模擬オリエンテーション
・用意されたクライアントにまつわる模擬オリエンテーショ
ンを通じ、課題となる作品の仕様について方針を得る。
・グループ毎にクライアントの周辺を調査・ディスカッショ
ンし、レポートにまとめる。

第5回

ビデオプロモーションの制作（１）撮影計画の策定
模擬オリエンテーションの内容と調査結果を統合し、インタ
ビュー項目と撮影計画（香盤表）を作成する。

計画を精査する。

2時間

第6回

ビデオプロモーションの制作（２）クライアントとの調整
インタビュー項目及び撮影計画について、クライアントと調
整を行う。

計画を精査する。

2時間

第7回

ビデオプロモーションの制作（３）撮影
承認された計画に基づき、インタビューなどを撮影する。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第8回

ビデオプロモーションの制作（４）素材の収集
承認された計画に基づき、外観撮影や物撮り、および静止画や音
声の素材収集を行う。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第9回

ビデオプロモーションの制作（５）粗編集・選曲・整音
タイムライン上に取材で構築した素材を並べ整音までを終え
る。中間学修到達度とフィードバックを行う。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第10回

ビデオプロモーションの制作（６）モーショングラフィック
スの制作
デコレーションする素材をPhotoshop/Illlustrator などを用い
て制作し、Premiere Pro/AfterEffects などでモーションをつけ
る。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第11回

ビデオプロモーションの制作（７）選曲と効果音
利用可能な音源（音楽、効果音）を編集に入れ込み、完成
度を高める作業を行う。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第12回

ビデオプロモーションの制作（８）プレビューとフィードバッ
ク
会員制ネット動画サイトなどを利用し、クライアントに対するプ
レビューを行い、修正依頼を受ける。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第13回

ビデオプロモーションの制作（９）完成試写
修正作業をすべて満了させる。また再プレビューにて修正済みで
あることをクライアントとともに確認し、作品が正しく完成へ
と導く。

撮影・編集の内容を洗練させる。

2時間

第14回

授業のまとめ

授業の内容を復習し、休暇を利用した自主制
作を行う。

2時間
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完成したイメージ映像の全体試写を行った上で、１３回の内容に
ついてグループトークによる振り返りと教員による総
評を行い、最終の学修達成度を確認する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【VV】
田口雅敏
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

TV番組、映画、VP等の音響効果、MAを担当。
また、なんばグランド花月など吉本の劇場で吉本新喜劇、吉
本コメディーの音響効果担当。
現在はフォーリーエフェクターとして効果音も制作。
TV,、映画、舞台等の音響効果及び MAとして、その経験を元に知識と手法、考え方について講義する。

授業概要
音響演出を習得
音の世界だけで風景や心情、空気感を表現できることを感じてもらいながら作品制作を通して音響の基礎技術を習得する。
音楽、効果音、セリフ、それらを入れるタイミング、間、音の大きさで作品の表情は変わる。耳で観るという感覚を認識。
また、映像に対しての音響とは何かを考えて、 音で映像作品がどのように変わっていくのかを認識していく。
スタジオワークを通して録音技術、コミュニケーション能力を獲得。
Premiere Pro、Auditionでの編集、MIX,エフェクト等の操作方法を習得。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

録音、編集、選曲、MIX

録音機器やサウンド編集ソフトなど、音響機
材の操作を習得

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

映像作品に対しての音響の技術
フィールドレコーディング
オーデイオドラマの企画と制作

映像に対して音響としての演出方法を習得
フィールドレコーディングの技術を習得

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

スケジュール管理と企画力を身につける

2 ．DP6.行動・実践

新しい発見を常に求める探究力を身につける

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ制作を遂行するコミュニケーショ
ン力を身につ ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない
授業に対する姿勢と作品を制作するために必要な音素材を準備し、課題の内容から総合的に評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
課題、成果物

： 授業への積極的参加度、授業外学修への取り組み、常に他者を理解し相互の考えを融合し、協力連
携ができるかを評価
： 作品制作を通して音響演出を理解し、音だけの世界で、聞き手に伝えることができるかを評価

40％
成果物の技術的クオリティ

： 録音、編集、MIXなど、作品制作に必要な技術的クオリティを評価する
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
音声収録＆整音ハンドブック

(玄光社)
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること
課題制作も提出に間に合うように作業をすること
Adobe Premiere Pro、Adobe Auditionを使用できるように準備しておく

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

休憩時間、授業後

場所：

南館2F情報デザイン研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ワークショップ「映像と音の関係」
講義の主旨説明
音についてのディスカッション
日常の音に関心を持ち風景と音の関係性を考える

第2回

レコーディング録音実習
スタジオにて自分の声を1分で録音する
スタジオ操作実習、ハンディレコーダーの使用方法の説明
スタジオでのマイクメイキングを習得

好きな映像作品を音響監督としての立ち位
置で鑑賞しレポート作成 自分の声を録音す
るものを考える

3時間

機材の操作方法を復習
る

1時間

ASMRのテーマを考え

第3回

立体音響録音実習①
バイノーラルマイクでASMR作成
立体音響の概要説明
Premiere Proの音響制作における操作方法説明
スタジオ録音実習
ミキサーの操作方法説明

Premiere Proの操作方法復習

ASMR作成

2時間

第4回

立体音響録音実習②
バイノーラルマイクでASMR作成
立体音響の概要説明
Premiere Proの音響制作における操作方法説明
スタジオ録音実習
ミキサーの操作方法説明

Premiere Proの操作方法復習

ASMR作成

2時間

第5回

立体音響録音実習③

短編ラジオドラマ制作
方法復習

合評と復習
それぞれの学生の作品を鑑賞しコメントをしていく
Premiere Proの音響制作における操作方法説明
バイノーラルマイクの特性を習得
第6回

フィールドレコーディング実習①
日常の音の録音の難しさを学ぶ
マイクの種類と音響特性、目的に応じた適切なマイクの選択と録
音方法について学ぶ

録音した素材を整理する

第7回

フィールドレコーディング実習②

auditionの操作方法復習
音の整理

Premiere Proの操作

録音した音をauditionを使用し整音する技術を習得
Premiere Proの音響制作における操作方法説明

1時間

2時間

録音した効果

2時間

第8回

アニメーション作品への音響演出実習①
アニメーション作品に音楽、効果音、セリフを入れていく
スタジオでアフレコ実習をし録音技術習得
Premiere Proでの音楽編集、エフェクトの使用方法を学ぶ

Premiere Proの操作方法復習

2時間

第9回

アニメーション作品への音響演出実習②
アニメーション作品に音楽、効果音、セリフを入れてMIXをし
て完成させる
Premiere Proでの音楽編集、エフェクトの使用方法を学ぶ
MIXをするMAの方法を習得
スタジオでアフレコ実習

課題のテーマ、シナリオを考え映像制作

2時間

第10回

映像作品アフローチ制作実習 ①
自分で映像作品を制作、または既存の映像に制作意図とは違うア
プローチを音で表現する
映像と音との関係性を考察する
Premiere Proの音響制作における操作方法説明
効果音の入れ方、どう入れると効果的かを学ぶ

課題制作

2時間

第11回

映像作品アフローチ制作実習 ②
映像に対して、音楽、効果音の音付け方法を実習
Premiere Proの音響制作における操作方法、MIX方法を説明
効果音の入れ方、どう入れると効果的かを学ぶ

課題制作

2時間

第12回

合評と復習

立体音響オーディオドラマのテーマ、シナリ
オをグループで考える

2時間

立体音響によるオーディオドラマ制作①

それぞれの学生の作品を鑑賞しコメントをしていく
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明
バイノーラルマイクを使用しグループで立体音響のオーディオド
ラマ制作開始
グループを組み、制作する作品のテーマを話し合う
第13回

立体音響によるオーディオドラマ制作②
バイノーラルマイクを使用し立体音響のオーディオドラマ制作
グループで役割分担を決め制作
スタジオの操作実習
Premiere Proで音楽編集、エフェクト実習
Auditionのエフェクト使用方法の説明

グループでの制作を進める

2時間

第14回

合評、振り返り

なし

0時間
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制作したオーディオドラマを聴き、台本、声の演出、サウンドデ
ザイン(選曲、音響効果)、録音編集技術な どの観点からコメン
トする。(期末試験として評価する)
質疑応答実施
第15回

なし
なし

なし
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【VV】
松川睦
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

主にNHK・Eテレドラマタイトルデザイン、TVCM、番組タイトルCGアニメーション、VFX撮影・合成など
グラフィックデザイン、ゲームオーサリングなど

授業概要
TV番組、CM、映画、ゲーム、VP、ミュージックビデオ、VFX合成、モーショングラフィックス、インフォグラフィックス、YouTube動画などの映
像制作には欠かせないアニメーション技術や特殊効果（エフェクト）の基礎知識を、主に「Adobe AfterEffects」を用い学習する。 また素材
制作ツールとして使用する「Adobe Photoshop」「Illustrator」、映像編集に使用する「PremierePro」との映像に連携についても学ぶ。
映像編集ツール郡を使いこなす事で、今後制作するあらゆる課題に備える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

映像制作の現場で広く使用されている複
数のアプリケーションを使用した実習

長所・特徴を生かした映像制作スキルを習
得する

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

デジタルメディアを生かした発想方法でクオ
リティの高い成果物を計画立案できる

2 ．DP6.行動・実践

ラフから完成まで迷いのない制作手順での制
作実践する

3 ．DP7.完遂

作品を完成させ、制作意図をプレゼンテー
ションできる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・その他(以下に概要を記述)
必要に応じて対面と遠隔の併用授業（主に対面）
完成した作品は授業で上映・合評し、学生同士で評価する他、教員もアドバイスします。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
学んだ技術に合わせて情報収集や調査を心がけ、私語を慎み制作に集中す
ること。わからないことがあれば積極的に質問すること。

成績評価
注意事項等
小課題、製作データのレベルと遅刻や欠席などの平常授業
態度による総合評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

映像制作課題

： アニメーション映像制作や特殊効果の基礎知識・技術の修得度合いや完成度
60％

出席率

： 出席率や授業態度
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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AfterEffects 標準エフェクト全解／石坂アツシほか
ビー・エヌ・エヌ新社
発行年：2018

履修上の注意・備考・メッセージ
授業時に適宜指示します。良質なウェブサイトやYouTubeチャンネルの紹介

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

映像編集ソフトの概要とAfterEffectsの基本操作1
アニメーション、モーショングラフィックス、映像制
作とVFXの関わり、映像編集ソフトの概要、AfterEffectsの基本
操作（タイムラインの概念、各パネルの解説）

本日の小レポート感想文提出

4時間

第2回

映像編集ソフトの概要とAfterEffectsの基本操作2
AfterEffects基本操作（ツール、コンポジションの特性な
ど）、映像制作における規格やフォーマットなど

本日の小レポート感想文提出

4時間

第3回

映像編集ソフトの概要とAfterEffectsの基本操作3
AfterEffects基本操作（テキストの扱い、エフェクトなど）、映
像制作（基本動作を使用した制作）

本日の小レポート感想文提出

4時間

第4回

映像編集ソフトの概要とAfterEffectsの基本操作4
AfterEffects基本操作、映像制作エフェクト

本日の小レポート感想文提出

4時間

第5回

AfterEffectsの応用操作1
アニメーション制作（AEのみ）、映像制作（ウィグラーなどアニ
メーション）
小課題提出

本日の小レポート感想文提出

4時間

第6回

AfterEffectsの応用操作2
アニメーション制作、映像制作・クロマキー合成など

本日の小レポート感想文提出

4時間

第7回

AfterEffectsの応用操作3
アニメーション制作、映像制作・よく使われるエフェクトなど

本日の小レポート感想文提出

4時間

第8回

AfterEffectsの応用操作4
エフェクト基本、映像制作（シーケンスレイヤー・ワープスタビ
ライザー・モーショントラッキングなど）
AfterEffectsにおけるカメラワーク

本日の小レポート感想文提出

4時間

第9回

AfterEffectsの応用操作5
アニメーション制作 （Photoshop・Illustrator含む）、映像制
作・よく使われるエフェクトなど

本日の小レポート感想文提出

4時間

第10回

PremierePro基本操作
PremierePro基本操作・編集基礎・エフェクト・トランジショ
ンなど

本日の小レポート感想文提出

4時間

第11回

Photoshop・Illustratorの映像における連携操作・絵コンテ制
作の概要と方法
PremierePro応用操作
Photoshop・Illustratorとの連携
デジタルにおける絵コンテ制作の概要と方法

本日の小レポート感想文提出

4時間

第12回

Photoshop・Illustratorの映像における連携操作
映像制作、コンテワーク Photoshop・Illustratorでの素材、レ
イアウト作成
AfterEffectsとの連携操作

本日の小レポート感想文提出

4時間

第13回

映像制作・ブラッシュアップ
映像制作・ブラッシュアップ個別レクチャー

本日の小レポート感想文提出

4時間

第14回

映像制作・合評
各学生の作品を上映・合評

本日の小レポート感想文提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【VV】
浅田伸
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ドキュメンタリー映画やテレビの科学番組、Webニュースサイトなど、取材に基づくコンテンツのプロデュー
サー・ディレクター・ライター経験を有する教員が担当。

授業概要
ネットで配信される映像コンテンツの中で、特にショップやサービスの体験および取材に紐付くケースを学び、その制作スタイルを習得す
る。その際、各々の特徴を的確に描写・広報するという目的を理解し、表現者としての公共性を身につける。
またWeb上の配信に不可欠なページレイアウト（ロゴ・写真・文章・イラストなどの配置を含む）のスキルを磨き、デザイナーとしてのスキル
アップを図ることで、総合的なコンテンツ配信者としての感覚を磨く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

指定された取材内容に対し、映像・文章・デ
ザインを統合したWebコンテンツを制作す
る。

興味の如何に関わらず、ジャンルや内
容に応じた適切なWebコンテンツを制作でき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

取材する内容を的確に記録し、映像や文
章に落とし込む。

Webコンテンツ化を目的とした会議・交
渉・取材等を的確に推進できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

取材するショップやサービスの本質を見
極め、的確なコンテンツに仕上げることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら構想したアイデアを適切なWebデザイ
ンに落とし込める。

3 ．DP8.意思疎通

取材先の企図を理解した上で、要件を満た
すコンテンツを完成させられる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループの中での役割を正しく認識し、さま
ざまな制約の下で取材・調査を完遂できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解し、偏った価値観に依
拠せず、事物への考察や体験した感想を表
現することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の課題に対する提出物

： 各授業内容の理解度を提出物をもって評価する。未提出の場合は減点の対象とする。
30％

受講状況

： 課題への取り組みにおける積極性、授業中の態度等から総合的に判断する。
40％

期末発表

： 準備した資料と発表の内容が適切かどうか、および内容が正しく伝えられたかどうかを評価する。
30％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「シナリオの基礎技術」 新井一（ダヴィッド社）
「Making a Good Script Great」 Linda Seger（Silman-James Pr）
「映像カメラマンのための構図完全マスター」益子広司・内田一夫（玄光社）
「音声収録・整音ハンドブック」（玄光社）
「図解・実践 映像ライティング」櫻井雅章（玄光社）
上記については教科書として指定される書籍ではないが、ごく一般的で習得に価する。
（授業の際、必要に応じて随時資料を提供する）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また第５回～第８回の授業を、主に土曜日を使った取材先の拠点または遠隔による集中授業として実施する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業にて連絡

場所：

南館２Ｆ

情報デザイン研究室

備考・注意事項： 備考・注意事項：授業時間外で連絡をとりたい場合、時間を前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記のアドレ
スに送ってください。
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：〇〇の使用方法について【学籍番号・氏名】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Webメディアと取材
・全１４回を概観し、制作すべきWebコンテンツと掲載するWebメ
ディアの仕様を学ぶ。また学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明する。
・第２回の準備物についてレクチャーを受け、グループ分け
を行う。

第2回

体験レポートの技術（１）調査
・グループ毎に同一店舗の商品やサービスを２通り準備し、比
較・体験する映像を撮影する。
・撮影した映像を編集し、論旨を整理する。

第3回

体験レポートの技術（２）素材の整理
・体験の記録を下地に文字起こしを行う。
・ページレイアウトに必要な静止画を収集する。

第4回

体験レポートの技術（３）記事の執筆とデザイン
・文章と動画を含むWebコンテンツとして完成させる。
・Webコンテンツのアップロード方法などについて学び、技
術に習熟する。

第5回

現地視察とオリエンテーション
・疑似取材を敢行する現地を視察（ロケハン・シナハン）し、施
設・商品にまつわるオリエンテーションを受ける。

第6回

企画の検討
・どのサービスまたは商品を取材するか検討し、コンテンツ全
体の構成を練る。
・取材先を確定させ、企画書（取材依頼書）を完成させる。

第7回

企画のプレゼンテーション
・取材先に企画書を提示し、取材許可を得る。
・許可が得られない場合、企画書を練り直す。

第8回

体験レポートの撮影
・体験取材の動画を撮影する。
・必要に応じ、関係者へのインタビューなども敢行する。

第9回

動画の粗編集・選曲・整音
・タイムライン上に素材を並べ、映像の整音までを終える。
・前半を振り返り、中間学修到達度とフィードバックを行う。

第10回

Web記事の制作（１）テキストと素材のレイアウト
・取材結果をWebページ化する。
・文字数や見出しのフォントサイズなどを検討する。

第11回

Web記事の制作（２）デザインの洗練
・記事と記事に含まれるイラストやアイキャッチをソフトウェ
アなどで作成し、編集ツールでモーションをつけるなどを行っ
て洗練させる。
・Web上の表現を CSS などで工夫し、見映えに磨きをかける。

第12回

Web記事の制作（３）デザインの調整
・作成したモチーフやクリック時の動画を確認し、コンテン
ツの完成度を高める。
・文章の違和感を解消する。
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商業目的で開発・運営されている各種Webメ
ディアを鑑賞し、技術を分析する。

2時間

商業目的で開発・運営されている各種Webメ
ディアを鑑賞し、技術を分析する。

2時間

商業目的で開発・運営されている各種Webメ
ディアを鑑賞し、技術を分析する。

2時間

商業目的で開発・運営されている各種Webメ
ディアを鑑賞し、技術を分析する。

2時間

取材先を綿密に調査し、コンテン
ツの在り方を洗練させる。

2時間

取材先を綿密に調査し、コンテン
ツの在り方を洗練させる。

2時間

取材先を綿密に調査し、コンテン
ツの在り方を洗練させる。

2時間

取材先を綿密に調査し、コンテン
ツの在り方を洗練させる。

2時間

取材した素材を分析し、文章・映像・静止
画およびレイアウトを洗練させる。

2時間

取材した素材を分析し、文章・映像・静止
画およびレイアウトを洗練させる。

2時間

取材した素材を分析し、文章・映像・静止
画およびレイアウトを洗練させる。

2時間

取材した素材を分析し、文章・映像・静止
画およびレイアウトを洗練させる。

2時間

4439
第13回

Web記事の制作（４）プレビューとフィードバック
パスワード付のWebページを作成し、取材先に対するプレ
ビューを一旦行い、正誤チェックを受ける。ミスが判明した場
合は適宜修正する。

第14回

授業のまとめ
完成したコンテンツのプレゼンテーションを行った上で、１
３回の内容についてグループトークによる振り返りと教員によ
る総評を行い、最終の学修達成度を確認する。
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授業で学んだ内容を復習しつつ、完成し
たWebコンテンツの内容をブラッシュアップす
る余地について検討する。

2時間

授業の内容を復習し、休暇を利用した自主制
作を行う。

2時間

4440
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【VV】
十二紀行
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ＶＴｕｂｅｒ制作・運営、イベント・ライブ制作・運営・プロデュースなど制作から運営まで幅広く手掛けて
いる。

授業概要
自分の分身となるアバターを使って各種ＳＮＳやメタバース空間で活動する環境が世界的に注目され広がりつつある。
本授業ではＶＴｕｂｅｒ等のアバターを使った新しい社会活動のベースとなる３Ｄアバターを使った映像表現に関する総合的な知識・スキルに
ついて実習形式で学びます。
内容としては自身のオリジナル３Ｄアバターのデザイン・モデリングから、３Ｄアバターを操作する様々なモーションキャプチャ方法につい
て学び、最終的に３Ｄアバターを使った映像作品を制作します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

アバターを使った社会活動に関する知識・ス
キル

３Dアバター、モーションキャプチャ、映像
表現からアバターを使った新しい社会活動に
ついて理解できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

様々な課題に対して自らスケジュールを立て
ながら積極的に行動できる

2 ．DP6.行動・実践

与えられた課題を実習やディスカッショ
ンを通じてやり遂げる力を身につける事がで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品（中間発表）

： 中間発表のプレゼン内容で評価します
30％

作品（最終発表）

： 最終発表のプレゼン内容で評価します
40％

授業態度

： 先生とのコミュニケーションや授業への取り組みの度合いで評価します
20％

課題

： 課題提出の有無・内容で評価します
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

講義前後

場所：

講義教室

備考・注意事項： 講義外での質問・相談は連絡するメールアドレスにお願いします。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

アバターを活用した社会活動の調査①
VTuberなどの世の中にあるアバターを使った社会活動の事例につ
いて調整する。
（調査、グループ議論、発表）

調査レポート提出

4時間

第2回

アバターを活用した社会活動の調査②
VTuberなどの世の中にあるアバターを使った社会活動の事例につ
いて調整する。
（調査、グループ議論、発表）

調査レポート提出

4時間

第3回

３Dアバターデザイン・制作①
自身のオリジナルアバターのラフイメージを制作する。

デザインシート制作

4時間

第4回

３Dアバターデザイン・制作②
デザインシートを参考に３Dアバターのモデリングに取り掛か
る。Vroidをインストールし操作方法を学ぶ。
使用ソフト：Vroid,Photoshop

ソフト操作方法の学習

4時間

第5回

３Dアバターデザイン・制作③
３Dアバターのモデリングを進める。
使用ソフト：Vroid,Photoshop

制作を進める

4時間

第6回

３Dアバターデザイン・制作④
３Dアバターのモデリングを進める。
使用ソフト：Vroid,Photoshop

制作を進める

4時間

第7回

３Dアバターデザイン・制作⑤、中間発表
３Dアバターを完成させてデザインシートにまとめる。
これまでの制作について発表する。

中間発表作品の提出

4時間

第8回

モーションキャプチャ

映像制作に向けて３Dアバターのブラッシュ
アップ

4時間

制作した３Dアバターを操作するためのモーションキャプ
チャの方法について学ぶ。
第9回

３Dアバター映像制作①
３Dアバターを使った映像作品の制作を進める。
企画・絵コンテ等の作成。

デザインシート制作

4時間

第10回

３Dアバター映像制作②
３Dアバターを使った映像作品の制作を進める。
使用ソフト：Adobe Premiere（After
Effects）、Photoshop、モーションキャプチャソフト

制作を進める

4時間

第11回

３Dアバター映像制作③
３Dアバターを使った映像作品の制作を進める。
使用ソフト：Adobe Premiere（After
Effects）、Photoshop、モーションキャプチャソフト

制作を進める

4時間

第12回

３Dアバター映像制作④
３Dアバターを使った映像作品の制作を進める。
使用ソフト：Adobe Premiere（After
Effects）、Photoshop、モーションキャプチャソフト

制作を進める

4時間

第13回

３Dアバター映像制作⑤
３Dアバターを使った映像作品の制作を進める。
使用ソフト：Adobe Premiere（After
Effects）、Photoshop、モーションキャプチャソフト

制作を進める

4時間

第14回

３Dアバター映像制作⑥、最終発表
３Dアバターを使った映像作品を完成させて最終発表を行う。

最終発表作品の提出

4時間

483

4444

322

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特殊講義１【全コース】
桐原一史
2年・3年・4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ソニー株式会社のデザイン部門にて、デザイナー、クリエイティブプロデューサー、統括部長として、グラ
フィックデザイン、コミュニケーションデザインの実務に関わった。（全14回）

授業概要
社会におけるクリエイティブ業界で活躍し、高い支持や評価を得ている外部講師（クリエイター、デザイナー、アーティスト、活動家、企業
家など）招き、業界情報やクリエイターとしての活動の様子（仕事）について、画像や動画などの資料を中心に、講義をしていただきます。学
生自身が近い将来、社会人として、またクリエイターとして世の中で働くことを思い描き、職業としての幅広い分野や業界を認識し、知見を拡
大することで、自身の将来の目標設定に役立てます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションやプロデュースにおけ
る専門知識を理解し、プロのクリエイ
ターの仕事について知見を深める。

社会で活躍する様々なクリエイターから直接
話を聞いたり、質疑・応答を通うじて、知
識を向上させ自分の進路の参考とする。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

クリエイターやアーティストから多くの経
験について共有していただき、プロの仕
事や技術について深く学修する。

学生でありながら、多くのソーシャルタッチ
ポイント（社会的接点）をもつことで、これ
からの自分の適性や指針について考える。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会で活躍する諸先輩の仕事や活動、思考に
ついて知見を深め、自己に照らし合わせるこ
とで、自己目標や課題の発見に繋げる。

2 ．DP5.計画・立案力

多くの知識を参考に、今後の大学生活や人生
計画について考察する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・その他(以下に概要を記述)
各講義後に、必ずゲストとの質疑応答の時間を計画し、知見や理解を深めます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業レスポンスシート
60％
授業内質疑・応答
20％
課題提出（授業アンケート・レポー
ト）
10％
学修到達度目標

： 各回講義ごとに、授業レスポンスシートを提出します。クリエイターや社会について、どれだけ理
解を深めることができたか？また、自分の考えがどれだけ記述されているかを見る。
： 各回のゲスト講師に対して、積極的なコミュニケーションを期待します。社会で活躍するクリエイ
ターとの貴重なコミュニケーションの機会をどれだけ有意義なものにできるかを見る。
： 授業全体を振り返り、様々なソーシャルタッチポイントを経験したことで、自
分が何を思い、考え、今後の自分のキャリア目標・計画など含めてどのように整理できたか、を基
本に評価する。
： 学修到達目標について評価する。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各回のゲスト講師が作成・準備する、プレゼンテーション資料。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
各講義で学修したことについて、独自に復習や調べをおこない、さらに理解を深める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記。
メールアドレス：kirihara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

① ガイダンス（講座内容、日程、評価方法の説明）
講師－１

② 特別

① 特講授業の進め方、養うべき力と到達目標を説明し、本授
業に参加する7名の特別ゲスト講師の経歴や活動を紹介する。
（イラストレーター、デザイナー、クリエイター、アートディレ
クター、映像作家、アーティスト などなど）

7人の特別ゲスト講師について、インターネッ
トや各種情報メディアを通じて事前調査など
をおこない、講義当日の質疑応答につなげて
ください。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

② 特別講師－１
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る
第2回

特別講師－1
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。

第3回

特別講師－2
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第4回

特別講師－2
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。

第5回

特別講師－3
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第6回

特別講師－3
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。

第7回

特別講師－4
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第8回

特別講師－４
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う

第9回

特別講師－5
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第10回

特別講師－５
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。

第11回

特別講師－6
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第12回

特別講師－６
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① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。
第13回

特別講師－7
経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会での活躍内
容の紹介や、今まで制作している作品のメーキングから
制作時の課題や専門職として必要な資質や素養についてお話して
いただきます。

第14回

特別講師－７
① 休憩を挟み、第2回ではゲスト講師の方と質疑応答をおこない
ます。
② 本日講義内容に対して、感想レポートを作成します。
③ 授業アンケート（レポート）を記入し、提出します。
＊最終の学修達成度の確認を行う
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講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

2時間

全講義内容を参考に、修学した知識やスキ
ルを今後の各自のキャリアプランや将来の目
標設定に活用してください。

2時間

4445

323

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

特殊講義２【全コース】
門脇英純
3・４年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
クリエイティブディレクターとして、企業のプランニング、広告を計画・制作。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
特殊講義1では、クリエイターに視点を当て彼らの考え職業としてのクリエイターを考察してきた。特殊講義2では世界的な社会変革の中で、情
報通信、医療、ジェンダーレスに視点を当て社会の変容から芸術・デザイン表現がどのような影響が出てくるのかを考える。近い将来、クリ
エィティブをAIが行った場合、人間的価値、クリエイティブの価値がどこにあるのか？芸術は形あるものをつくるだけでなく幅広い学問領
域を横断する。本講義では社会が大きく変化する中、前半は国際理解と多様性、医学の進化AI「人工知能 英: artificial intelligence、哲
学や行動学から見える視点。後半には社会に対してメッセージ性を持って表現活動を行うアーティスト（芸術家）を講師に招き講義を進める。
講義の中で出てくる専門用語や歴史上の人物の解説をしながら、当時の歴史的な背景を知ることにより現代のデザイン・美に芸術表現を考察す
る機会とする。受講前に講師についての事前学習をしてゲスト講師に対する質疑事項などを持った状態で講義に臨むこと。受講者は活発な質
疑を行うことは本授業の原則です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションやプロデュースにおけ
る専門知識を理解し、プロのクリエイ
ターの仕事について知見を深める。

社会で活躍する様々なクリエイターから直接
話を聞いたり、質疑・応答を通うじて、知
識を向上させ自分の進路の参考とする。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

新しい価値を生み出す力：創作する意義を理
解し制作にのぞむことができる。

学生でありながら、多くのソーシャルタッチ
ポイント（社会的接点）をもつことで、これ
からの自分の適性や指針について考える。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会で活躍する諸先輩の仕事や活動、思考に
ついて知見を深め、自己に照らし合わせるこ
とで、自己目標や課題の発見に繋げる。計画
変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得、変更・修正できる。

2 ．DP5.計画・立案力

多くの知識を参考に、今後の大学生活や人生
計画について考察する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

特別講師レポート課題
55％
授業内発表
15％
期末試験

： 授業メモ11回：講義内容を指定用紙にメモ提出。レポート課題10回：テーマを理解し書き手が訴え
たい事柄・主張・事実などが独自の視点で書かれている。
： 授業内発表 10点：自発的に6回以上発表できている。5点：自発的に4回以上発表できてい
る。3点：自発的に2回以上発表できている。
： 設問に対して以下の点で評価（課意把握・内容理解 、論理構成・考察力、表現・文字の正確さ）

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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4445
SDGsの実践 自治体・地域活性化編
事業構想大学院大学 出版部 (著, 編集)
医学と芸術 平凡社
データサイエンスの基礎. 濵田悦生著 ; 狩野裕編（データサイエンス入門）. 講談社
ノンデザイナーズ・デザインブック マイナビ出版 刊 著作者：Robin Williams
行動を変えるデザイン 心理学と行動経済学をプロダクトデザインに活用するStephen Wendel
村 草也訳

著、武山 政直

監訳、相島 雅樹、反中 望、松

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日２限

場所：

南館１階

備考・注意事項： 金曜1.２限目をオフィースアワーとしている。授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「特講について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

日本の将来人口と労働との関係 Society 5.0で実現する社会

①この授業での学びと養われる力について
②特講授業の進め方、養うべき力と到達目標を説明および本授
業に参加する特別講師の経歴や活動を紹介する。
（地球物理学者、医学博士、デジタルクリエイティブマネー
ジャー、ソーシャルプロジェクトプランナー、アーティスト、広
告写真家）、講義1として、日本の将来人口と労働との関係
Society 5.0で実現する社会
Society 5.0で実現する社会は、人工知能（AI）により、必
要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走
行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差など
の課題が克服されます。社会の変革（イノベーション）を通じ
て、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超え
て互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社
会となります。
③本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
第2回

特別講師-１ 「ハーフ」や外国につながる人々の日常からダイ
バーシティを考える
ケイン・樹里安
①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
ケイン・樹里安/昭和女子大学特命講師。専門は社会学／文化研
究
「ハーフ」や外国につながる人々をそもそもどのように呼べばよ
いのか。彼らはどのような日常を送っているのだろうか。「ダイ
バーシティ」のある種の象徴として注目される人々の日常か
ら、現代日本社会に生きる人々のアイデンティティのありかた
や思わぬかたちで発現する差別の挙動について学びます。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
オンデマンド授業/東京からの出演

第3回

特別講師-２

現代医療の最前線

河本

泉

①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
河本 泉 関西電力病院 外科部長
京都大学医学博士、京都
大学医学部臨床教授
医療現場の急速に進化している最前線で活躍させているドク
ターに現代医療の最前線についてお話を伺います。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第4回

特別講師-3

AIの近未来

朱 喜哲

①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
朱 喜哲（ちゅ ひちょる）株式会社電通ソリューション・デザ
イン 大阪大学 文学研究科 研究員
2011年に電通入社以来、マーケティング・アナリティクスおよ
びプランニングに従事。ダイレクトマーケティング・Eコマー
ス分野のPDCA運用、商業施設のCRMなど、広範なビジネス領
域とデータに携わる。 2015年以降、スマートフォン位置情
報を活用したジオ・ターゲティング広告の黎明期から実用化と普
及にとりくみ、先駆的な実証実験や運用を実施している。 大阪
大学大学院文学研究科博士後期課程（哲学）在籍。日本科学哲学
会、応用哲学会、日本哲学会所属。専門はネオプラグマティズ
ム。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第5回

特別講師-4
藤 真理恵

古代ギリシャに於けるプロポソンの概念

佐
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特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

特別講師より出されたレポートを書いてくだ
さい。400～500字以内で作成し、次回授業
内に提出してください。授業内以外は提出で
きません。

4時間

特特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

特別講師より出されたテーマに従って、レ
ポートを書いてください。400～500字以
内で作成し、次回授業内に提出してくださ
い。授業内以外は提出できません。

4時間

特別講師についてインターネットで事前調
査をしてください。特別講師に対して聞いて
みたいこと質問事項を文章でまとめてくださ
い。

4時間

4445
①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
佐藤 真理恵/京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程
研究指導認定退学。シエナ大学古典世・人類学研究所（イタリ
ア政府給費）、クレタ大学古典文献学研究科(ギリシャ政府給
費）留学。博士（京都大学、人間・環境学）。現在、複数の大
学にて非常勤講師。
プロソポンとはそれを見る人と見られる人の視線が交錯して初め
て生じるスクリーンのような場所である。演劇性においてこ
そ生じるために、あくまで相互作用を成すことができる状況が
あってはじめて生じるイメージといえる。顔という私たちのアイ
デンティティを中心化させる箇所でさえも、常に所与の状態で存
在するのではなく、演劇的な状況で現れるという考え方をプロソ
ポンにおいて認めることができる。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第6回

特別講師-5
田 薫

女性が直面する様々なライフステージ

沢

①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
沢田 薫/一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会事務
局次長/
男女共同参画・女性活躍に関する造詣が深く大阪市男女共同参
画センターにおける様々な事業の企画・実施のほか、内閣府主
催の女性活躍に関するシンポジウムへのパネリスト出演や大阪商
工会議所が企業活動や文化的活動で活躍する女性リーダーを表
彰する「第4回大阪サクヤヒメ表彰」（2019年）の活躍賞受賞な
ど大阪市における女性活躍に関する第一人者としてご活躍されて
います。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第7回

特別講師-6
辰巳 清

ソーシャルプロジェクト／ムーブメントの作り方

①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
辰巳 清/主に音楽・演劇の公演制作・海外ミュージカルの招聘興
行などアートマネジメント・舞台制作全般を担当。爆風スラン
プのマネージャーも担当。2009年、アミューズミュージアム開
館とともに館長就任。館内運営とキュレーションを担当。
様々なプロデュース事例を紹介、シアタープロデューサー、アー
トプロデューサーとは何かを考察する。品川区天王洲エリ
アのアートによる地域活性化「倉庫街を東京を代表するアー
トの街に変えた」事例、文化庁の専門委員として南條史生（美術
評論家）と担当た地域芸術祭のコーチング事例、BOROも「貧し
い農民のツギハギ衣類こそサステイナブル」とのコンセプトで、
「埋もれていた文化遺産に光を当てて世界各国で展覧会を実現し
た」広義のソーシャルプロジェクトとを紹介。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第8回

特別講師-7-1

アーティスト谷原菜摘子

大学までの作品

第8回と9回を連続で行う。
①特別講師より経歴紹介、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
谷原菜摘子/2016年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻
油画修了、2021年京都市立芸術大学美術研究科博士（後期）課程
美術専攻（絵画）修了。2014年公益財団法人佐藤国際文化育英財
団第24期奨学生、2015年第7回絹谷幸二賞、2015年京展・京都市
美術館賞、2016年VOCA奨励賞、2018年京都市芸術新人賞、2021年
第39回京都府文化賞奨励賞、梅原賞（京都市立芸術大学）など
を受賞。黒や赤のベルベットを支持体に、油彩やアクリルのほか
にグリッターやスパンコール、金属粉なども駆使し、「自
身の負の記憶と人間の闇を混淆した美」を描く。2017年五島記念
文化賞新人賞を受賞し、2017年秋～2018年秋の1年間、旧五島記
念文化財団の助成によりフランス・パリへ研修滞在。現在は帰
国し、関西を拠点に制作活動を行っている。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
第9回

特別講師-7-2

アーティスト谷原菜摘子

私が描くもの

①特別講義後半、特別講義80分、質疑応答10分を行う。
谷原菜摘子/私は人間の残酷な歴史や、各地に伝わる禍々しい文
化、日本の民話や文化等をテーマに制作をしています。 作
品の絵作りを決定づける基本的な要素は、私が物心ついた時か
ら毎日のように見る悪夢と、私自身か?抱える負の記憶です。こ
れら2つの要素に共通することは、人の憎悪や動物の苦痛―闇と
も言い代えることか。出来るものを、根底に持っているというこ
とです。これらの要素を一度自分の中で融合させた後、表現素
材として細分化し画面の隅々まで行き亘らせて構成しています。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第10回

特別講師-8
自身の作品、これまでの時間と経験
家 林 勇気

映像作
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特別講師より出されたテーマに従って、レ
ポートを書いてください。400～500字以
内で作成し、次回授業内に提出してくださ
い。授業内以外は提出できません。

4時間

特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

特別講師より出されたテーマに従って、テー
マに従って、レポートを書いてくださ
い。400～500字以内で作成し、次回授業
内に提出してください。授業内以外は提出で
きません。

4時間

特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

4445
①特別講師より経歴、今までの活動、作品の紹介し、その後、質
疑応答を行う。90分
林勇気/アーティスト/追手門学院大学 社会学部 社会学科 教
授.
関西を拠点に活動する映像作家で、国内外の美術展や映画祭に出
品しています。
1976年に京都市に生まれ、1997年に映像制作を始めました。自
身で撮影した膨大な量の写真をコンピューターに取り込み、切
抜き重ね合わせることでアニメーションを作る彼の制作スタイ
ルは、デジタルなメディアやインターネットを介して行われる現
代的なコミュニケーションや記憶のあり方を思い起こさせます。
2006「トロント・リール・アジアン国際映画祭」Wallace Most
Innovative Film or Video Production Award受賞
2006「AMUSE ART JAM」 準グランプリ 受賞
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第11回

特別講師-9-1 アートのよるブランディング・コミュニケー
ション 谷口純弘

①特別講師より経歴、今までの活動、作品の紹介し、その後、質
疑応答を行う。90分
谷口純弘 /エグゼクティブプロデユーサー/ chignitta共同代
表。 元FM802 / digmeout プロデューサー。1963年生まれ。京都
出身。FM802時代にはビジュアルにアーティストを起用し、ソ
ニー、日産、りそな銀行、ナイキ
などの企業プロモーション、アートブックの発行、国内・海外で
の展覧会を手がけるなど「街」と「アート」と「人」をつなぎな
がら多岐にわたって活動中。現在、アメリカ村のギャラリーカ
フェ「digmeout
ART&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;DI
NER」の企画プロデュース。現在、大阪の京町堀にギャラ
リーとＤＪブース付きのカフェ、本屋レコード屋をセットにし
たコミュニティースペース「チグニッタ」をオープンさせた。内
外の若手アーティストに慕われる「ビッグボス」。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第12回

特別講師-9-2

UNKNOWN ASIA2021について

谷口純弘

①特別講師より経歴、今までの活動、作品の紹介し、その後、質
疑応答を行う。90分
谷口純弘 /エグゼクティブプロデユーサー/ chignitta共同代
表。元株式会社802メディアワークス FM802 / digmeout プロ
デューサー、UNKNOWN ASIAは、「ASIA IS ONE」を合言
葉に、未だ見ぬアジアのアーティストたちが集うプラットフォー
ム。
アーティスト主体のアートフェアとして日本、中国、台湾、香
港、韓国、タイ、マレーシア、インドネシアなど、10の国と地
域から集まった過去最多となる総勢290組のアーティストが出
展し約13,000人の来場者。
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第13回

特別講師-10
キ・カーラ

ファッション・ブランディング

片岡・シ

①特別講師より経歴、今までの活動、作品の紹介し、その後、質
疑応答を行う。90分
片岡・シキ・カーラ/アジアのファッション産業のさらなる発
展を目指し、アジア各国機構と連携してアジアの若手デザイ
ナーを発掘・起業支援する、バンタンとパルコが主催するプロ
ジェクトです。
選出されたブランドは、ニューヨークで2019年2月に開催され
るニューヨーク・ファッション・ウィークの公式コンテンツとし
てランウェイデビューを果たします。AFC公
式HP：http://asiafashioncollection.com/
②本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。10分
③レポートテーマ発表
第14回

授業総括

①授業総括 特別講師①から⑩ 40分
②外部講師の特別講師の講座を終えてフィードバックシー
トを用いて振り返り授業を行う。30分
③本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出す
る。20分
④期末試験について 5分
授業アンケート 5分
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特別講師より出されたテーマに従って、テー
マに従って、レポートを書いてくださ
い。400～500字以内で作成し、次回授業
内に提出してください。授業内以外は提出で
きません。

4時間

特別講師についてインターネット、図書
館、雑誌等で事前調査をしてください。特別
講師に対して聞いてみたいこと質問事項を文
章でまとめてください。

4時間

特別講師より出されたテーマに従って、テー
マに従って、レポートを書いてくださ
い。400～800字以内で作成し、次回授業
内に提出してください。授業内以外は提出で
きません。

4時間

特別講師より出されたテーマに従って、テー
マに従って、レポートを書いてくださ
い。400～800字以内で作成し、次回授業
内に提出してください。授業内以外は提出で
きません。

4時間

4446
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特殊講義３【全コース】
石井理之
3・4年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

現代美術作家として、絵画、リトグラフ、ビデオアート、インスタレーションを美術館、画廊、商業施設等に
おいて発表した。

授業概要
理解に一定の教養を要すると言われる芸術領域である彫刻、絵画、音楽、文学、伝統文化等のファインアートをとりあげ、それらを学ぶこと
で芸術・文化への理解を深めると同時に芸術・文化が社会との関係で成り立っていることを学生が考えるきっかけにしたい。
具体的には、「芸術・文化と社会」をテーマにして、芸術・文化と社会との関わりに焦点を合わせた内容で社会で活躍している彫刻家、画
家、文学者、オペラ研究家、学芸員等の外部講師を招き、芸術・文化が社会に果たす役割についてそれぞれの専門領域から具体例を示しなが
ら講義をしていただく。
各回の後半では、講義内容について講師との質疑応答を行い、講義内容の理解を深めるとともに、授業ノートへの記入による振り返りを行う。
また、全講義終了後には、「芸術・文化と社会」をテーマにした小論文を執筆する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

彫刻、絵画、音楽、伝統文化等のファイン
アートについての理解。

芸術・文化への理解を深めると同時に芸
術・文化が社会との関係で成り立っているこ
とを知る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ファインアートの様々な領域の専門的知
識を得て、社会との関係について知る。

各領域において必要な専門的知識・技能が理
解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ファインアートの各領域において活躍する講
師の仕事や活動について知り、自らの目標設
定や課題を解決する糸口とする。

2 ．DP5.計画・立案力

幅広い教養身につけ、今後の社会との関わ
り方について考える。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
各講義の後半に講師との質疑応答の機会を設定して学修内容を深化させる。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の授業ノート
60％
授業後半での質疑応答
10％
「芸術・文化と社会」をテーマにし
た小論文
30％

： 講義ごとに感想、学修内容等を授業ノートとして記入・提出する。
講義内容の理解度や問題意識についてを評価する。
： 講師に対して講義内容の疑問点、感想等を口頭で発表する。
積極的な授業への関わりを評価する。
： 講義の中から一つ分野を選択して、「芸術・文化と社会」をテーマにした小論文の執筆。単なる感
想ではなく、講義において学んだこと、講義内容と自分との関わり、社会との関わりを論じた小論
文を評価の対象とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特別講師の資料

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
そのため、各回の授業終了後関連情報を自ら調べ授業ノートを作成する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３時間目

場所：

南館２階情報デザイン研究室

備考・注意事項： クラスルームを活用して情報を発信するとともに、質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

特殊講義３概論
①授業の進め方について
授業内容、養うべき力と到達目標、日程、評価方法、授業ノー
ト記述方法、最終小論文について説明する。
特別講師の経歴や活動を紹介する。

第2回

芸術・文化と社会について
①芸術・文化について概論
芸術・文化について、具体例を示し説明する。
②芸術・文化と社会のかかわりについて概論
芸術・文化と社会のかかわりについて、具体例を示し説明す
る。

第3回

特別講師1
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第4回

特別講師1
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。

第5回

特別講師2
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第6回

特別講師2
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。

第7回

特別講師3
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第8回

特別講師3
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。

第9回

特別講師4
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第10回

特別講師4
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。

492

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

4446
第11回

特別講師5
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第12回

特別講師5
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。

第13回

特別講師6
①特別講師の経歴、活動の紹介
特別講師の経歴、特別講師の芸術活動、芸術との関わりについ
て講義する。
②芸術と社会のかかわりについて
特別講師の専門分野を通して、社会とのかかわりについて講
義する。

第14回

特別講師6
①特別講師と質疑応答を行う
事前に調査した事柄、本日の講義を受けてさらに知りたいこと
などを口頭で質問する。
②本日の講義についてのまとめを行う
本日の講義内容を整理し、授業ノート作成の準備をする。
③ルーブリック記入
本日の講義内容の理解度をルーブリックに記入する。
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講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。次
回の講義・講師について調査する。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。小論文
作成の準備をする。

4時間

講義内容を復習し、授業ノート作成。小論文
作成の準備をする。

4時間

4451
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【IL】 （火・金）
唐仁原希 （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
画家として活動を行い、作品制作という実践の中で絵画研究を行っています。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この授業は、卒業研究・制作の準備段階にあたります。卒業制作という目標に向けての立案をするにあたり、多角的に自分自身を見つめ、これ
までの大学生活で得た知識や技術を整理および再確認しながら、試作品を制作することを目的としています。前半では、これまでの自分の制
作スタイルを分析し、エスキースやドローイング、画材研究などの実験を重ねながら卒業制作について立案します。後半は、卒業制作の試作
品を制作し、制作の方向性を固めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションコースの専門的知識技
能を発揮できる課題発見とその解決のため周
到な調査研究と、計画的な作品制作を行うこ
とができる

獲得した専門知識や技能を十分に発揮でき
る卒業制作研究を行うことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

これまで専門コースで習得した知識や技
能を発揮するため、課題のテーマに沿った実
技制作を行う。

これまでの大学生活の中で構築した自分の制
作スタイルを振り返り、エスキースやドロー
イング、画材研究などの実験を重ねながら卒
業制作について立案する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

4年間の学修の集大成としての自己の研究課
題を発見し、解決のための方策を立てること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題、テーマを深く考察し、課題解決として
の作品制作に必要な資料収集、実
験を行い、具体的な計画を立てることができ
る。

3 ．DP6.行動・実践

企画の質を向上させるため、計画的に実
験を積み重ね作品制作を行うことができる。

4 ．DP7.完遂

学期末のプレゼンテーション会に向けて、ク
オリティの高い作品を意識し、計画的に完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

合評を通したクラス構成員相互の制作意
図を認識し、より良い展覧会に導くために努
力することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。。
学修成果ポートフォリオにまとめていきます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合
作品制作のための調査・資料収集

評価の基準
： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
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15％
課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『物語の役割』小川洋子/ちくまプリマー新書
その他、各自のテーマに沿った研究資料について指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。
卒業制作では主体的な研究と制作が必要不可欠です。最終学年ある自覚を持って真摯に授業に挑みましょう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日2限

場所：

南館3階 研究室2

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

初回ガイダンス/各自の作品制作についてその方法と技術の開
発の必要性
・本授業の全体ガイダンスを行い、特に制作テーマの立案と構想
力に関して説明を行う
・各自ポートフォリオやZINEなどを持参し、自分自身の制作につ
いて様々な視点で見つめ直し、制作票を記入し企画書を作成す
る。
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明し
ます。

作品票の完成、作品の企画構想

2時間

第2回

卒業制作の企画案の作成[1]/資料収集・試作品の制作

作品の企画案作成/作品制作（材料収集と実験
制作）

2時間

作品の企画案作成/作品制作（材料収集と実験
制作）

2時間

作品の企画案作成/作品制作（材料収集と実験
制作）

2時間

作品の企画案作成/作品制作（材料収集と実験
制作）

2時間

作品の企画案作成/作品制作（材料収集と実験
制作））

2時間

作品の企画案完成/作品制作（材料収集と実験
制作）整頓

2時間

・オリジナル作品を様々な視点で考え目標を設定、自分らし
い進むべき方向を考える。
・企画立案のための参考となるようにさまざま資料を収集し、ド
ローイングなどの実験を重ねながら、試作品を制作する。
第3回

卒業制作の企画案の作成[2]/資料収集・試作品の制作
・個人指導を通して企画書をチェック
・企画書に沿って計画進捗状況に対してアドバイスを行う。

第4回

卒業制作の企画案の作成[3]/資料収集・試作品の制作
・個人指導を通して企画書をチェック
・企画書に沿って計画進捗状況に対してアドバイスを行う。

第5回

卒業制作の企画案の作成[4]/資料収集・試作品の制作
・個人指導を通して企画書をチェック
・企画書に沿って計画進捗状況に対してアドバイスを行う。

第6回

卒業制作の企画案の作成[5]/資料収集・試作品の制作
・個人指導を通して企画書をチェック
・企画書に沿って計画進捗状況に対してアドバイスを行う。

第7回

卒業制作の企画案の作成[6]/ 必要資料の整頓
・個人指導を通して企画書をチェック
・企画書に沿って計画進捗状況に対してアドバイスを行う。
・中間発表に向けて収集した資料や、エスキース、ドローイン
グ、試作品を整頓する。

第8回

中間発表
・卒業制作企画案について、各自、制作した試作品を用いて説
明・発表を行う。
・学生同士による評価表の執筆とディスカッションを行う。
・中間学修到達度の確認と面談等を行う。

中間発表の振り返りと反省

2時間

第9回

卒業制作に向けた作品制作[1]/作品の構想
授業の後半は、卒業制作に向けた個人制作を行う。前半で作成し
た企画書に基づき、作品テーマの設定、資料収集、制作計画立
案、技法や素材の実験、作品展示の効果などについて考察し、発
表を行う。

作品制作への準備となるラフスケッチの完成

2時間

第10回

卒業制作に向けた作品制作[2]/作品の制作
・企画書に基づいて、それぞれが目指す作品を制作する。
・制作に必要な資料収集、ドローイングなどの実験を行いなが
ら完成度の向上を図る。
・進捗状況に関して個人チェックを行う。

作品制作（計画的に制作を進める）

2時間
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第11回

卒業制作に向けた作品制作[3]/作品の制作
・企画書に基づいて、それぞれが目指す作品を制作する。
・制作に必要な資料収集、ドローイングなどの実験を行いなが
ら完成度の向上を図る。
・進捗状況に関して個人チェックを行う。

作品制作（計画的に制作を進める）

2時間

第12回

卒業制作に向けた作品制作[4]/作品の制作
・企画書に基づいて、それぞれが目指す作品を制作する。
・制作に必要な資料収集、ドローイングなどの実験を行いなが
ら完成度の向上を図る。
・進捗状況に関して個人チェックを行う。

作品制作（計画的に制作を進める）

2時間

第13回

卒業制作に向けた作品制作[5]/作品の制作と完成

作品制作（合評会に向けて作品を仕上げる）
2時間

2時間

卒業制作に向けてさらに実験制作を継続する

2時間

・企画書に基づいて、それぞれが目指す作品を制作する。
・制作に必要な資料収集、ドローイングなどの実験を行いなが
ら完成度の向上を図る。
・進捗状況に関して個人チェックを行う。
・合評会に向けて作品を仕上げる。
第14回

卒業制作の企画案の発表
・卒業制作について、試作品とパワーポイントなどのスライ
ドを用いて、各自の説明・発表を行う。
・学生同士による評価表の執筆とディスカッションを行う。
・最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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334

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【VD】 （火・水）
姜尚均 （水）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
・ポートフォリオを制作する上での様々な手法や技法について研究します。学生各自がこれまでに制作した作品をアーカイブ・考
察し、個々のアプローチに準じた方法でオリジナリティー のあるポートフォリオを制作します。
・文化など人間生活の総合的なありようを考察し、その中からグラフィックデザインやイラストレーション、また映像・アニメーションなど
の表現にふさわしいテーマを調査・研究します。調査研究（研究ノート）を先行し、それに基づいた制作を行います。表現や素材についても実
験を通して自分自身のものとしておくことが重要です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

広告媒体、広告手法、広告計画、マーケティ
ングについての専門技術

クライアントの要請を理解し企画立案か
ら、広告、ロゴ、パッケージまで制作するこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

3 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ、チーム活動の内容を理
解し主体的に取り組むことができる

4 ．DP7.完遂

主体的に取り組み、出来状況や場
面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づ
き実行することができる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
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30％
作品制作の企画・作品作りの計画性

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。

30％
審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標を5項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
経営とデザインの幸せな関係 発行先：日経BP社、デザインマネジメント 発行先：日経BP社、デザイン思考が世界を変える 発行先：早川書
房
GRAPHIC DESIGN THEORY グラフィックデザイナーたちの〈理論〉 発行先：ビー・エヌ・エヌ新社、アートディレクションの「型」 発行
先：誠文堂新光社、造形思考(上・下) 発行先：誠文堂新光社、「これからの広告」の教科書 - 佐藤 達郎 (著) 、広告ビジネスに関わ
る人のメディアガイド2015 - 博報堂DYメディアパートナーズ、Typographic Systems―美しい文字レイアウト、8つのシステム Kimberly Elam
(著), 今井 ゆう子 (翻訳)
デザインのルール、レイアウトのセオリー 伊達千代の著書 自分を広告する技術
発行先：講談社
コトラーのマーケティング・コンセプト フィリップ・コトラー (著)
誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論 (新曜社認知科学選書)
グラフィック 認知心理学 (Graphic text book) 森 敏昭 (著)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館3F研究室

備考・注意事項： ※事前にアポイントを取ること。
kang@osaka-seikei.ac.jp （Eメール件名としては「演習13について（氏名、学籍番号）とすること。）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題1 「ポートフォリオの研究について」学修到達目標につい
て説明
ビジュアル・コミュニケーションデザインとして他者へ伝え
る、伝わる効果を考える
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

さまざまなポートフォリオの形式を調べる。

2時間

第2回

ページ設計について

教員よりアドバイスをうけた内容を元にペー
ジ構成を作成。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に企画
書・レイアウト作成、発表準備。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元にコン
セプトを企画。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に制
作を進めてください。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作
品を制作してください。

2時間

作品提出とプレゼンテーションに向けて準
備をしてください。

2時間

課題に対して必要な情報の収集と効果を考え、レイアウトを考え
る。
第3回

ポートフォリオの編集とレイアウトについて
作品コンセプト、表現方法など、中間発表の準備を行ってくださ
い。

第4回

中間発表会

・課題1のアイデアチェック及び制作

アイデアチェック及び制作
第5回

ポートフォリオの記録写真の制作について
記録写真の制作についてレクチャー
チェック及び制作 面談の形式、試作をチェックし話し合う

第6回

作品の見直しと展開
作品の修正と展開
チェック及び制作

第7回

面談の形式、試作をチェックし話し合う

webポートフォリオについて
冊子版のポートフォリオを元にWEB版制作
チェック及び制作 面談の形式、試作をチェックし話し合う

第8回

講評：課題の提出とプレゼンテーション／中間学修到達度の確
認
学んだ事の振返りレポートを作成する。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

評価に対する振り返りと次の課題に向け
て、企画書作成。

2時間

第9回

課題２「卒業制作」企画書
コミュニケーションデザインとして他者へ伝える視覚的な効
果を考える

企画・アイデアチェック及び制作を進める。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作
品を制作、中間発表の準備をしてください。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。

2時間

教員よりアドバイスをうけた内容を元に作品
制作を進めてください。

2時間

第10回

制作チェック：アイデア、表現方法の視点
アイデアチェック及び制作を進める。

第11回

作品制作・中間発表
制作課題の進行状態を確認します。

第12回

制作チェック：グラフィックデザインの視点
アイデアチェック及び制作
クし話し合う

第13回

面談の形式、試作をチェッ

制作チェック：作品全体のディレクション
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制作・アイデアチェック及び制作
クし、話し合う
第14回

面談の形式、試作をチェッ

講評：課題の提出とプレゼンテーション／最終の学修達成
度の確認
授業全体を振り返り、教師が総評し、授業全体のまとめを行いま
す。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う、振り返りシートの作
成、学修成果の可視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）
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授業の振り返りとして、作品をポートフォリ
オに編集してください。

2時間

4453

334

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【AC】 （水・金）
浅田伸 （水）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザインなどの表
現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研究を行い、表
現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告書や研究ノートを作成する際には、授
業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができ
る。状況や場面に応じ、計画変更・修正の必
要性に気づき、指導者の承諾を得て、変
更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％
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作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標を４項目４段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として６月から７月にかけて報告を発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する。

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
itoso@g.osaka-seikei.ac.jp
kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
asada@g.osaka-seikei.ac.jp
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作への取り組みと各自の問題提起／研究倫理について
卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行い、学修到達目標に
ついて、この授業の学びと養われる力を説明する。また、「卒業
制作作品」を作成していくうえで必ず知っておかねばならない研
究倫理について学ぶ。なお、前期の課外において、各自のモチ
ベーションとなるテーマや技術を探すこと。

企画考案

2時間

第2回

実作品からみたアニメーション・キャラクターデザインにおけ
る今日的問題の発見と解釈
昨今のアニメーション・キャラクターデザインの動向を研
究し、各人の課題設定につなげる。

企画考案

2時間

第3回

作品テーマの考察
制作する各自のテーマについて調査を行なう。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第4回

各自の企画を確定する
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第5回

作品の組立
設定したテーマに基づき、有効な技術や表現方法を調査する。

企画審査に向けた準備

2時間

第6回

企画考案
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

企画審査向けた準備

7時間

第7回

企画書の完成
各人の研究課題の設定とその検討を勧め、研究内容を確定させ
た企画書を完成させる。各人の研究課題の設定とその検
討を行い、企画審査を行う。

作品制作技術の検証

2時間

第8回

作品と研究の整合性チェック
個人面談を中心に個々の企画案と研究内容を熟議し、研究成果
物と作品の整合性をチェックする。また、この面談の際に中間学
修到達度の確認を行う。

作品制作技術の検証

2時間

第9回

作品化に向けた準備
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第10回

企画発表会
企画発表会にてプレゼンおよび講評し、卒業制作・研究企画
書のピアレビューを行う。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第11回

作品の試作
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ、作品化を具体的に準
備する。

作品の試作

2時間

第12回

作品の試作
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品かを具体的に準
備する。

作品の試作

2時間

第13回

作品企画の確定
個々が設定したテーマに合った内容と表現を確定し、試作を通じ
て技術的な問題も解決する。
具体的なイメージも固めてゆく。

企画発表会に向けた準備と試作

2時間

第14回

研究成果物提出
これまでの発表時の議論を踏まえて洗練させた研究内容を試作成
果物としてまとめ、発表する。また、最終の学修達成度の確
認と面談等を行う。

夏休み中の制作スケジュール立案と遂行

2時間
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第15回

@
@

@

3時間

第16回

3時間

第17回

3時間

第18回

3時間

第19回

3時間

第20回

3時間

第21回

3時間

第22回

3時間

第23回

3時間

第24回

3時間

第25回

3時間

第26回

3時間

第27回

3時間

第28回

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【AC】 （水・金）
加藤隆文 （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究においては、社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザイ
ンなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際に
は、授業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができ
る。状況や場面に応じ、計画変更・修正の必
要性に気づき、指導者の承諾を得て、変
更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
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15％
成果物（研究ノート等）50％

： 新規性、独自性、論理性を評価する。
50％

口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標を4項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として６月から７月にかけて報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する。

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸曽：itoso@g.osaka-seikei.ac.jp
加藤：kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
浅田：asada@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究・制作への取り組みと各自の問題提起／研究倫理につ
いて
卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行い、学修到達目標に
ついて、この授業の学びと養われる力を説明する。また、「研
究ノート」を作成してゆくうえで必ず知っておかねばならない研
究倫理について学ぶ。なお、前期の課外において、各自のモチ
ベーションとなるテーマや技術を探すこと。

企画考案

2時間

第2回

実作品からみた今日的問題の発見と解釈
昨今のアニメーションやゲームのキャラクターデザインの動
向を研究し、各人の課題設定につなげる。

企画考案

2時間

第3回

作品テーマの考察
制作する各自のテーマについて調査を行う。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第4回

各自の企画を確定する
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第5回

制作に向けた調査の遂行
設定したテーマに基づき、有効な技術や表現方法を調査する。

企画審査に向けた準備

2時間

第6回

企画考案
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

企画審査向けた準備

2時間

第7回

企画書の完成
各人の研究課題の設定とその検討を進め、研究内容を確定させ
た企画書を完成させる。

作品制作技術の検証

2時間

第8回

作品と研究の整合性チェック
個人面談を中心に個々の企画案と研究内容を熟議し，研究成果
物と作品の整合性をチェックする。また、この面談の際に中間学
修到達度の確認を行う。

研究内容と作品制作計画の検証

2時間

第9回

研究成果発表（Aグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノート内容の検証と修正

2時間

第10回

研究成果発表（Bグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノート内容の検証と修正

2時間

第11回

研究成果発表（Cグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノート内容の検証と修正

2時間

第12回

研究成果発表（Dグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノート内容の検証と修正

2時間

第13回

研究成果発表（Eグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノート内容の検証と修正

2時間

第14回

研究成果物提出

夏休み中の研究・制作スケジュール立案と遂
行

2時間
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これまでの発表時の議論を踏まえて洗練させた研究内容を「研
究ノート」ドラフト等の成果物としてまとめ、提出する。ま
た、最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
第15回

@
@

@

3時間

第16回

3時間

第17回

3時間

第18回

3時間

第19回

3時間

第20回

3時間

第21回

3時間

第22回

3時間

第23回

3時間

第24回

3時間

第25回

3時間

第26回

3時間

第27回

3時間

第28回

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【GA】 （金）
熊倉一紗 （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究・制作は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、スマートフォンゲーム、コンシューマーゲーム、アーケードゲー
ム、アナログゲームなど様々なジャンルのゲームデザインにふさわしいテーマを調査・研究する。発表形式や媒体は問わないが確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業研究・制作の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際は、授
業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備をすることが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

ゲーム制作におけるデザイン全般の知
識、2D、3Dなどのソフトウェアなどの専門知
識に基づいた表現を計画し、研究と制
作を進める。クリエイティブにおけるクオリ
ティコントロール全般を行う専門知識が理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間で学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スに関わる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し、解決の目標を定めることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ、主体
的に取り組むことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、状況や場面に応じ、計画変
更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで、自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％
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課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート等）

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

50％
口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日4限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には、タイトルのあとに氏名・学籍番号を記入してください。（例：卒業研究のレポートについて【氏名・学
籍番号】）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作への取り組みと各自の問題提起／研究倫理について
卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行い、学修到達目標に
ついて、この授業の学びと養われる力を説明する。また、「研
究ノート」を作成してゆくうえで必ず知っておかねばならない研
究倫理について学ぶ。なお、前期の課外において、各自のモチ
ベーションとなるテーマや技術を探すこと。

企画考案

2時間

第2回

実作品からみた今日的問題の発見と解釈
昨今のゲームのキャラクターデザインの動向を研究し、各人の課
題設定につなげる。

企画考案

2時間

第3回

作品テーマの考察
制作する各自のテーマについて調査を行なう。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第4回

各自の企画を確定する
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第5回

制作に向けた調査の遂行
設定したテーマに基づき、有効な技術や表現方法を調査する。

企画審査に向けた準備

2時間

第6回

企画考案
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

企画審査向けた準備

2時間

第7回

企画書の完成
各人の研究課題の設定とその検討を進め、研究内容を確定させ
た企画書を完成させる。

企画書内容の検証

2時間

第8回

作品と研究の整合性のチェック
個人面談を中心に個々の企画案と研究内容を熟議し,研究成果
物と作品の整合性をチェックする。また、この面談の際に中
間あ学修到達度の確認を行う。

研究内容と作品制作計画の検証

2時間

第9回

研究成果発表（Aグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノートの内容検証と修正

2時間

第10回

研究成果発表（Bグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノートの内容検証と修正

2時間

第11回

研究成果発表（Cグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノートの内容検証と修正

2時間

第12回

研究成果発表（Dグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノートの内容検証と修正

2時間

第13回

研究成果発表（Eグループ）
個々の研究成果を、スライドを用いて口頭発表する。教室でのピ
アレビューや質疑応答を通して、「研究ノート」のさらなる充
実と洗練をはかる。

研究ノートの内容検証と修正

2時間

第14回

研究成果物提出

夏休み中の制作スケジュール立案と遂行

2時間
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これまでの発表時の議論を踏まえて洗練させた研究内容を「研
究ノート」ドラフト等の成果物としてまとめ、提出する。ま
た、最終の学修到達度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【MD】 （月・火）
野口周三 （月）、石井理之 （月）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、イラストレーション、デザイ
ンなども担当。また、映画・ドラマ・アニメなどの脚本（シナリオ）、企画・プロデュースなどでの作品制
作も担当している。（全１４回）

授業概要
【前期・研究パート】
卒業制作には熟慮されたテーマ性と高い完成度が欠かせない。前期はテーマを検討し、「何を」表現するかを十分に考えるたうえで仮卒業制作
作品を制作する。テーマに関しては十分な調査・研究を行い、過去の事例や自身の体験など、制作に必要な取材を行うこと。
研究パートでは、制作パートと平行して研究レポート制作を軸に進め、論文の基礎知識や執筆手順等を学ぶ。最終的には前期研究レポートを発
表し、後期の本制作への礎とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

制作に必要な調査・研究を十分に行う。

制作テーマに繋がる幅広い情報を集め、分
析し、研究レポートにまとめる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

大学で習得した専門知識・技法をしっかり
と活用する。

大学の４年間を通して培った技術を活か
し、卒業制作にふさわしい完成度の研究レ
ポートを執筆する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究テーマを塾考し、科学的・論理的に研
究を行うための調査、資料収集を十
分に行う。

2 ．DP5.計画・立案力

制作パートのコンセプトを明確にしなが
ら、論文執筆のスケジュール管理を徹底し
て行い、十分な時間を確保する。

3 ．DP6.行動・実践

研究として有意義な発想、設定となっている
かを検討し、研究を実現するための行動をす
る。

4 ．DP7.完遂

論理性、説得力、スライドの表現性、聴
衆の理解という分野において、レベ
ルの高い制作を完遂する。

5 ．DP10.忠恕の心

自身の知識と創意工夫、他者との協力を以っ
て誠意のある制作を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート等）

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

50％
口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％
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学修到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
研究パートにおいては、毎週2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

備考・注意事項欄に記載

場所：

備考・注意事項欄に記載

備考・注意事項： 野口：木曜日13:00～15:00 南館3階研究室2
石井：金曜日3時間目 南館2階情報デザイン研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作企画書制作、研究倫理
卒業制作で取り組みたいテーマ、制作物に関して第一次企画
書を制作する。
また、研究倫理教育の実施と学習到達度の説明を行う。

テーマ、制作物のアイデア出し

2時間

第2回

卒業制作企画書チェック、修正
制作した卒業制作企画書を元に面談を行い、今後の方向
性を話し合う。

企画の再検討

2時間

第3回

卒業制作企画書再構成
面談の内容を踏まえ、企画書を再構成する。

企画の修正、再構成

2時間

第4回

卒業制作企画第一次発表

プレゼンテーションの内容を再検討し企
画を修正する。

2時間

第一次企画のプレゼンテーションを行う。
第5回

卒業制作企画第一次発表～前期制作作品検討
第一次企画のプレゼンテーションを行うと共に、企画内容を研
究するための前期制作計画を立てる。
論文の基礎知識や執筆手順等を学び、研究レポート制作へ役立て
るようにする。

研究テーマの検討、試作作品の検討。

2時間

第6回

前期制作作品アイデアチェック
前期に制作する作品について、アイデアチェックと面談を行う。

作品のアイデア出し

2時間

第7回

前期制作作品アイデア修正
前回のアイデアを修正し、内容を深める。

アイデアの検討、制作方向の決定

2時間

第8回

前期制作作品（仮卒業制作）制作開始
これまでのアドバイスを踏まえ、前期に制作する仮卒業制作をス
タートする。
また、中間学修到達度の確認と面談等を行う。

制作に必要な技法・素材の研究

2時間

第9回

仮卒業制作の制作
作品の制作をしながら、適宜相談・アドバイスを行う。

技法・素材を研究しながら制作を進める。

2時間

第10回

仮卒業制作中間発表
制作途中の作品についてプレゼンテーション、講評会を行う。
研究レポートの制作をスタートする。

講評の内容を踏まえ、修正

2時間

第11回

仮卒業制作の制作進行
中間講評を踏まえたうえで、修正を加えながら制作を進める。

作品制作・テーマ研究を進める

2時間

第12回

制作進行・作品面談
制作を進めながら平行して面談を行い、制作過程のチェッ
クを行う。

面談内容を踏まえ制作内容の検討

2時間

第13回

仮卒業制作の作り込み
前期の到達点を考え、各自目標を達成できるよう制作・研
究を進める。

作品の完成度を高める

2時間

第14回

前期仮卒業制作講評会
これまでに制作した作品の講評を行う。卒業制作につながるテー
マ性、技術の高さを持てているか評価する。前期研究レポー
トも合わせて発表する。
また、最終の学修達成度の確認と面談等を行う。

講評会を踏まえ前期の反省

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【MD】 （月・火）
藤川亜美 （火）、中根友美 （火）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
それぞれプロの漫画家およびイラストレーターとして活動、作品発表の実績あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
【前期・制作パート】
この授業は卒業制作の意識を高めるための準備段階にあたる大事な時間となる。
卒業制作という目標に向けて企画立案するにあたり、三年間で得た知識や技術を整理し、自分自身が取り組むべきことは何かを考えなくてはな
らない。目的を達成するには何が必要なのか、課題制作やポートフォリオの作成を通じて、各々が将来のための糸口を見つけることを目標とす
る。また、その目標へ向けて、スケジュールを考え、より高度な技術の習得を目指す。また研究の成果はレポートとして提出する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

制作に必要な調査・研究を十分に行う。

研究パートと平行し、制作テーマに繋がる幅
広い情報を集め、集大成にふさわしいアイ
ディアの創出と作品制作を行う。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

大学で習得した専門知識・技法をしっかり
と活用する。

大学の4年間を通して培った技術を活か
し、卒業制作にふさわしい完成度の作品を制
作する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究テーマを塾考し、有意義な課題設定をす
る。課題を行うための調査、資料収集を十
分に行う。

2 ．DP5.計画・立案力

コンセプトが明確になるよう検討しながら制
作を進める。スケジュール管理を徹底し
て行い、十分な制作時間を確保する。

3 ．DP6.行動・実践

展示の方法までを加味し、作品の全体
像を練る。展示に必要な技術や情報を調
査、分析する。

4 ．DP7.完遂

論理性、説得力、聴衆の理解という分野にお
いて、レベルの高い制作を完遂する。

5 ．DP10.忠恕の心

自身の知識と創意工夫、他者との協力を以っ
て誠意のある制作を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
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10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
制作パートにおいては、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜2限（10:40～12:20）

場所：

南館3F研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

課題説明
授業の目的を伝え、どのような課題を行うかを解説する。
研究倫理教育の実施と、学修到達目標についてこの授業の学び
と養われる力を説明する。

授業目的を理解し、課題を考える

2時間

第2回

コンセプトの設定
自ら制作する課題のコンセプトを考え、明確にする。

コンセプトを掘り下げる

2時間

第3回

テーマの設定
自ら制作する課題のテーマを考え、明確にする。

テーマを掘り下げる

2時間

第4回

制作と研究
自ら制作する課題の研究を開始し、制作を行う。

課題研究を行う

2時間

第5回

中間講評
自ら制作する課題(コンセプト、テーマ、研究内容)をまとめ、発
表する。

中間講評を元に修正案を考える

2時間

第6回

中間講評からの修正案
中間講評を元に修正案を考え、まとめる。

修正案をまとめる

2時間

第7回

修正案チェック
担当教員とディスカッションしながら修正作業を行う。同時に作
品制作を進める。

修正案をまとめる

2時間

第8回

作品制作
作品制作を進める。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

作品制作を進める

2時間

第9回

作品制作チェック
担当教員とディスカッションしながら作品チェックを行う。

チェック内容を元に随時修正する

2時間

第10回

進行チェック
担当教員とディスカッションしながら作品チェックを行う。

チェック内容を元に随時修正する

2時間

第11回

作品制作
担当教員とディスカッションしながら作品チェックを行う。

チェック内容を元に随時修正する

2時間

第12回

作品制作チェック
担当教員とディスカッションしながら作品チェックを行う。

チェック内容を元に随時修正する

2時間

第13回

進行チェック
担当教員とディスカッションしながら作品チェックを行う。

チェック内容を元に随時修正する

2時間

第14回

最終講評
プレゼンテーションと最終講評を行う。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。

作品を完成させ提出する

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【GA】 （金）
丹羽学 （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
映画、MV,テレビ、CM等の商業映像作品のCG、合成作業に携わる。CG監修の経験もあり。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
卒業研究・制作は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、スマートフォンゲーム、コンシューマーゲーム、アーケードゲー
ム、アナログゲームなど様々なジャンルのゲームデザインにふさわしいテーマを調査・研究する。発表形式や媒体は問わないが確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業研究・制作の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際は、授
業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備をすることが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

ゲーム制作におけるデザイン全般の知
識、2D、3Dなどのソフトウェアなどの専門知
識に基づいた表現を計画し、研究と制
作を進める。クリエイティブにおけるクオリ
ティコントロール全般を行う専門知識が理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間で学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作
するとともに、そのプロセスに関わる研
究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し、解決の目標を定めることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ、主体
的に取り組むことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、状況や場面に応じ、計画変
更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで、自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％
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作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

小林伸重

・

出版社

デジタルゲーム研究入門

出版年

・ ミネルヴァ書房

・

2020 年

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として６月上旬、７月下旬、の2日それぞれに報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日２限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
ito@g.osaka-seikei.ac.jp
niwa@g.osaka-seikei.ac.jp
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作への取り組みと各自の問題提起／研究倫理について
4月下旬に卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行う。
前期の課外において、各自のモチベーションとなるテーマや技
術を探すこと。また研究倫理について学びます。学修到達目標に
ついて、この授業の学びと養われる力を説明する

企画考案

2時間

第2回

実作品からみたアニメーション・キャラクターデザインにおけ
る今日的問題の発見と解釈
昨今のアニメーション・キャラクターデザインの動向を研
究し、各人の課題設定につなげる。

企画考案

2時間

第3回

作品テーマの考察
制作する各自のテーマについて調査を行なう。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第4回

各自の企画を確定する
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第5回

作品の組立
設定したテーマに基づき、有効な技術や表現方法を調査する。

企画審査に向けた準備

2時間

第6回

企画考案
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

企画審査向けた準備

2時間

第7回

企画審査
６月上旬に各人の研究課題の設定とその検討を行ない、企画審
査を行なう。

作品制作技術の検証

2時間

第8回

作品化に向けた準備
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。
中間学修到達度の確認と面談等を行う

作品制作技術の検証

2時間

第9回

作品化に向けた準備
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第10回

企画発表会
企画発表会にてプレゼンおよび講評し、卒業制作・研究企画
書のピアレビューを行う。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第11回

作品化に向けた準備
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，試作を含め作品
化を具体的に準備する。

作品の試作

2時間

第12回

作品の試作
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，試作を含め作品
化を具体的に準備する。

作品の試作

2時間

第13回

作品企画の確定
個々が設定したテーマに合った内容と表現を確定し、試作を通じ
て技術的な問題も解決する。
具体的なイメージも固めてゆく。

企画発表会に向けた準備と試作

2時間

第14回

企画発表会
企画発表会にてプレゼンおよび講評し、卒業制作・研究企画
書の提出をする。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う

夏休み中の制作スケジュール立案と遂行

2時間
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第15回

@
@

@

3時間

第16回

3時間

第17回

3時間

第18回

3時間

第19回

3時間

第20回

3時間

第21回

3時間

第22回

3時間

第23回

3時間

第24回

3時間

第25回

3時間

第26回

3時間

第27回

3時間

第28回

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【IL】 （火・金）
大村みな子 （火）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究・制作は社会や個人、それらを取り巻く文化など人間生活の総合的な視点からイラストレーションの表現にふさわしいテーマをそれぞ
れが見出し、確実な調査研究（先行作品、文献の研究、フィールド調査など）を行います。その調査と自分自身の表現とを照らし合わせなが
ら、制作のための研究ノート執筆を行います。大村の担当授業では主に、研究テーマの決定と研究ノート作成にかかわる領域を主に取り組みま
すが、唐仁原先生の担当コマと連動して授業を行い、制作と研究を相互に確認しながら進行します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションコースの専門的知識技
能を発揮できる課題発見とその解決のため周
到な調査研究を行う。

自ら設定したテーマを「研究ノート」作
成を通じて深く探求する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

卒業研究は4年間の学修の総決算であるとと
もに、卒業後の将来設計の端緒となること
を認識して制作を行う。

卒業後の生活にも大きな影響を与えうる作品
制作となるように全力で取り組む。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

4年間の学修の集大成としての自己の研究課
題を発見し、自分自身の研究テーマを設定す
ることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題、テーマを深く考察し、研究ノート執
筆のために周到で具体的な計画を立てる。

3 ．DP6.行動・実践

研究ノート執筆を行動に移すために、計画
的に資料収集、資料理解を積み重ねる。

4 ．DP7.完遂

研究ノート、卒業作品、卒業制作展をそれぞ
れ完遂する。特に卒業制作展では、コー
ス、学科、学部の一員としての役割を認識し
て協働して展覧会運営に参加する。

5 ．DP10.忠恕の心

合評を通したクラス構成員相互の制作意
図を認識し、より良い展覧会に導くために努
力する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達目標の確認を行い、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。こ
れによって自分の成長の度合いを自分で知ることができます。
この「学修到達目標の確認」を成績評価に取り入れています。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
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試験（成果物（研究ノート等））

： 新規性、独自性、論理性を評価する。
50％

口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすることが必要。
夏期休暇に2コマの集中授業を行う。前期授業内での企画書に従い、研究内容の推敲と資料収集、取材調査、材料研究、実験制作など後期実制
作に向けての活動を行うと共に、その成果を「研究ノート」にまとめる。
なお8月から9月までの開講日時については前期授業内で提示する。
卒業研究・制作においては、特に授業外学修に関しての自己管理が必要となるため、専用教室を与えて実験・制作に供しており、自宅での研
究や制作のみならず、常時教室での制作を継続して行い、受講生であるクラスメートや教職員による客観的な目で批評されることが前提とな
る。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日２限

場所：

南館3階、研究室２

備考・注意事項： 上記以外の時間でも随時受け付ける。そのほか授業内で連絡する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作への取り組みと各自の問題提起、研究倫理、学修到達
目標について、この授業の学びと養われる力を説明する
卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行う。
唐仁原先生の制作中心で進める「卒業研究・制作１」と連動し
て授業を進める。その授業内で各自のモチベーションとなるテー
マや技術を探して「研究ノート」の柱としていく。
研究ノート執筆に先立ち、研究倫理教育を実施する。

研究ノート案１のためのメモを作成する

2時間

第2回

テーマ設定と企画書の作成
各人の研究課題の設定とその検討について、それぞれのイラスト
レーションの方向性とイメージにふさわしいテーマ設定が出来る
ように個別に面談して確認していく。テーマ設定に関しては研
究ノート執筆を念頭に、イメージの言語化を通して制作をより客
観的なものとすることを目標にする。

研究ノート案１の作成

2時間

第3回

研究ノート案１の提出と発表
研究テーマと制作のプレゼンテーションを行い、クラス全体で
の情報共有を行う。

研究ノート案１の振り返りを行う

2時間

第4回

研究ノート案２の作成に向けて案１の改善点を洗い出す。

研究ノート案2への取り組み（材料研究と計
画の立案）

2時間

前回の発表から、修正すべき点を洗い出す。研究テーマが具体
的で自分自身にとって普遍的な内容であるかどうかを基準にし
て、要点を絞り込むための個別面談を行う。
第5回

研究ノート案２の作成
個別面談により「研究ノート」の柱となる構成内容を整えてい
く。
その過程で、参考文献として必要な資料探しを行う。

研究ノート案２の継続作成

2時間

第6回

研究ノート案２の作成と参考文献の読み込み
個別面談により「研究ノート」の柱となる構成内容を整えてい
く。
参考文献を読み込みながら、さらに構成内容を整えていく。

企画案2への作成

2時間

第7回

研究ノート案２の提出と個人面談
研究ノート案２の提出と個別面談によって、今後の課題点を明ら
かにしていく。

企画案２の修正と発表準備

2時間

第8回

研究企画案プレゼンテーション１、中間学修到達度の確認
学生による研究企画案プレゼンテーション

プレゼンテーション振り返り

2時間

中間学修到達度の確認とフィードバック。
第9回

プレゼンテーションを振り返り、修正点を検討する
プレゼンテーションを振り返り、修正点を検討します。

研究ノート作成

2時間

第10回

研究ノート作成
研究ノートを作成しながら、完成に向けて、スケジュールを立て
る。
またそのチェックとして個別面談を行う。

継続して研究ノート作成

4時間

第11回

研究ノート作成
プレゼンテーションによってさらにブラッシュアップした最終企
画書の提出と、担当クラス分けを行う

夏期休暇中の活動計画書の作成

2時間

第12回

卒業制作ガイダンスと夏期休暇中の指導計画の説明
夏期休暇中の活動計画を提出するとともに、8月時に行う集中授
業（実験制作の中間報告）についての説明

夏期休暇中の活動計画書に基づいた実験制作

2時間

第13回

研究制作の報告１
各担当教員のクラスに分かれた夏期休暇中の実験制作などの活動
報告

夏期休暇中の活動計画書に基づいた実験制作

2時間
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第14回

研究制作の報告２
各担当教員のクラスに分かれた夏期休暇中の実験制作などの活動
報告
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夏期休暇中の活動計画書に基づいた実験制作

2時間

4462
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【VD】 （火・水）
門脇英純 （火）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
門脇：企画制作会社でプランナーとして企業の広告を計画・制作。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
芸術学部のディプロマポリシーのうち、「芸術・デザインに関する知識と理解：芸術・デザインに関する歴史的・理論的な学修に基づいた能
力を有し、これを有効に活用する」「創作する意義を理解し、制作・発表にのぞむことができる」を基に、４年間の総決算として卒業研究ノー
ト・卒業研究を作成する。大学での講義や、演習における口頭発表、調査・研究など、これまで蓄積してきた成果をもとに、各自で題目を設
定し、「卒業研究ノート・卒業制作研究」として完成させ提出する。作成に当たっては、担当教員が助言・指導を与えながら完成を目指す。
卒業研究ノート作成のための学生向け研究倫理教育を学び、卒業論文の執筆に必要とされる専門知識や技術を学びつつ，完成に向けて準
備を進めていくための指導を適宜行う。研究テーマの設定，調査計画の設定、調査・分析方法、さらにはその内容を理解してもらうために必
要なプレゼンテーション能力等である。卒業研究ノートの完成に向けて多角的な視点からアドバイスを行うことにより、ビジュアルデザイン研
究に関する専門知識を深めるとともに、卒業研究ノートの執筆がスムースに進められるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門知識

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）しビジュアルデザイ
ン制作する専門知識が理解できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

3 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ主体的に取り組むことができ
る

4 ．DP7.完遂

主体的に取り組み、出来状況や場
面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づ
き実行することができる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
論文指導は対面式で個別にコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査/資料収集

： 研究課題に対して科学的、論理的な調査、資料収集を3段階評価する。（10点、8点,、6点）
10％

課題立案・研究方法
15％
試験評価

成果物（研究ノート）

試験評価

口頭発表

50％

15％
学修到達目標評価

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。（15点、10点,、7点）
： 授業終了後、研究ノート提出。新規性、独自性、論理性を評価する。
（S:50点、A:40点、B:30点、C:25点）
： 口頭発表において論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
（15点、10点、6点）
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。（10点、8点、6点）

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
○自分を広告する技術 講談社
どのように「自分を広告」していけばいいか、そのノウハウを最先端の広告事例を参考にしながら、分かりやすく伝えていく本です。読み進め
ていけば、世界の有名広告事例を楽しみながら、「自分という商品」をどう売り込んでいけばいいかが身につけられます。
○デザインマネジメント 日経BP社
デザインを経営の根幹に据えた経営手法のこと。技術や販売手法を中核とする経営は広く見られるが、これにデザインを加えると顧客価
値を探る多様な視点が得られる。欧米の成長企業であるアップルやグーグル、アウディ、ダイソンなどは当然のこととして実施している。そ
のデザインマネジメントの本質や切れ味を、著者が実際に手掛けたエアコン、ノートパソコン、携帯電話、洋食器、ランドリー用品などの開発
事例に沿って浮かび上がらせる。
○グラフィック 認知心理学 (Graphic text book) 森 敏昭 (著)
現在の心理学において重要な位置を占め幅広く展開されている「認知心理学」を、研究の最前線にいる著者陣が解説したテキスト・参考書であ
る。
○新版 論文の教室 レポートから卒論まで
NHKブックス

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

門脇：金曜２限

場所：

門脇：１階

備考・注意事項： 門脇：金曜２限目をオフィースアワーとしている。授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対
応する。
（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「卒業制作について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作・研究のガイドライン＆卒業制作・研究の研究倫理に
ついて
ビジュアルデザインコースの卒業制作・研究ガイドラインを説
明する。
①学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る
②卒業研究ノートとはコースで学んできた事を研究し文章化する
ことです。
ビジュアルデザインコースの学びのカテゴリーの項目には、広
告、ポスター、フォトグラフィー、パッケージ、タイポグラ
フィー、コピーライティング、マーケティングコミュニケーショ
ンなどがあります。カテゴリーの項目を絞り、調査、研究し
た事を、論文してまとめたものが研究ノートです。研究論文か
ら、作品を作るにあたり制作テーマの設定を行ってもらいます。
卒業研究ノート作成のための学生向け研究倫理教育を学ぶ。

第2回

卒業制作・研究のテーマ研究の資料収集および調査
ノートの核となる研究と考察を中心に、卒業制作の意義と目
的、メディアの設定、表現方法などに関して個別にチェックを開
始する。

第3回

卒業制作・研究のテーマ設定への研究（1）

テーマの設定

各人の研究課題の設定とその検討
研究テーマを中心とした資料の収集
各自の進行状況に合わせて、上記の項目について毎週チェックを
する。
第4回

卒業制作・研究のテーマ設定への研究（2）

テーマの検討

テーマ設定のための文献調査、ディスカッション
第5回

卒業制作・研究のテーマ設定への研究（3）

テーマの再考

各人の研究課題の設定とその検討
研究テーマを中心とした資料の収集と文章の添削。
各自の進行状況に合わせて、上記の項目について毎週チェックを
する。
第6回

卒業制作・研究の中間発表1－1（前半組）
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卒業制作・研究ガイドラインの説明を受け
て、研究テーマを考えてください。複
数のキーワードを出して次回の授業に話せる
ようにしてきてください。

2時間

教員との個別面談からキーワードを絞り、図
書館やインターネットで研究テーマに沿っ
た事例を調査してください。

2時間

教員との個別面談からキーワードを絞り、図
書館やインターネットで研究テーマに沿っ
た事例を調査してください。

2時間

教員との個別面談からキーワードを絞り、図
書館やインターネットで研究テーマに沿っ
た事例を調査してください。

2時間

中間発表の準備を行ってください。パワーポ
イントに研究テーマ、概要を作成してくださ
い。

2時間

中間発表の準備を行ってください。パワーポ
イントに研究テーマ、概要を作成してくださ
い。

2時間

4462
研究課題の２回に分けて中間発表を行います。第６回 15人
研究テーマ、概要を各自５分間でプレゼンテーションを行っても
らいます。
他者の発表を聞いて、ディスカションを行います。
第7回

卒業制作・研究の中間発表1－2（後半組）
研究課題の２回に分けて中間発表を行います。第7回 15人
研究テーマ、概要を各自５分間でプレゼンテーションを行っても
らいます。
他者の発表を聞いて、ディスカションを行います。

卒業制作・研究ノートの作成にあたり調
査データー、関連書籍を集めてください。

2時間

第8回

制作テーマの論理的構築
卒業制作・研究ノートの作
成（１）導入、構成について
①中間学修到達度の確認と面談等を行う。90分
・中間時点までの成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしてい
く点をアドバイスします。
②卒業制作・研究ノートの作成を行います。
ビジュアルデザインコース卒業研究作成要領に合わせてノー
トの作成を行う。
レポートは、三つの部分から構成します。「序論」「本論」「結
論」
レポートの形態は、表紙、序論（１ぺージ）、目次、本論、結
論、付録、参考文献

卒業制作・研究ノートの作成にあたり調
査データー、関連書籍を集めてください。

2時間

第9回

制作テーマの論理的構築
卒業制作・研究ノートの作
成（2）序論、本論の構成

教員との面談を経て訂正箇所の修正を行って
ください。不足している情報を図書館、イン
ターネットから探し出してください。

2時間

教員との面談を経て訂正箇所の修正を行って
ください。不足している情報を図書館、イン
ターネットから探し出してください。

2時間

発表者はフィードバックを受けた内容を改
善してください。他の学生はフィードバッ
ク内容を自身の研究レポートに照らしあわ
せ修正を図ってください。

2時間

発表者はフィードバックを受けた内容を改
善してください。他の学生はフィードバッ
ク内容を自身の研究レポートに照らしあわ
せ修正を図ってください。

2時間

発表者はフィードバックを受けた内容を改
善してください。

2時間

卒業制作テーマを企画書にまとめてくださ
い。制作テーマ、コンセプト、媒
体の３点をパワーポイントのまとめてくださ
い。

2時間

卒業制作・研究ノートの作成を行います。
ビジュアルデザインコース卒業研究原稿作成要領に合わせて論
文の作成を行う。
各自の進行状況に合わせて、上記の項目について毎週チェックを
する。
第10回

制作テーマの論理的構築
論への昇華

卒業制作・研究ノートの作成（3）結

卒業制作・研究ノートの作成を行います。
ビジュアルデザインコース卒業研究ノート作成要領に合わせて論
文の作成を行う。
各自の進行状況に合わせて、上記の項目について毎週チェックを
する。
第11回

個人研究発表1-1

個人研究発表を第11回から13回、3回に分けて行う。
個人研究の発表を行う。専門分野の理解、研究の論理性、テー
マの新規性を盛り込んだ研究テーマ、研究内容をパワーポイン
トにまとめ、一人20分 第13回は7人の研究発表を行う。相
互フィードバックシートで発表者の評価を行う。
第12回

個人研究発表1-2

個人研究の発表を行う。専門分野の理解、研究の論理性、テー
マの新規性を盛り込んだ研究テーマ、研究内容をパワーポイン
トにまとめ、一人20分 第13回は7人の研究発表を行う。相
互フィードバックシートで発表者の評価を行う。
第13回

個人研究発表1-3
個人研究の発表を行う。専門分野の理解、研究の論理性、テー
マの新規性を盛り込んだ研究テーマ、研究内容をパワーポイン
トにまとめ、一人20分 第13回は7人の研究発表を行う。相
互フィードバックシートで発表者の評価を行う。

第14回

卒業制作研究テーマ プレゼンテーション&学修到達目標調査
及び個人面談
①研究テーマのプレゼンテーションを行います。
一人５分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
制作テーマ、コンセプト、媒体の３点を企画書としてパワーポイ
ントにまとめプレゼンテーションしてください。
総括とし、個別評価、全体評価を示します。
②最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
・課題への取り組み、本授業で養われた力を自己評価、教員評
価を行います。
・成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしていく点をアドバイ
スします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【AC】 （水・金）
糸曽賢志 （水）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
アニメをはじめとした映像監督、キャラクターデザインなどを国内外で行う教員が担当。

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究においては、社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザイ
ンなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際に
は、授業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができ
る。状況や場面に応じ、計画変更・修正の必
要性に気づき、指導者の承諾を得て、変
更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％
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作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標を4項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として６月から７月にかけて報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸曽：itoso@g.osaka-seikei.ac.jp
加藤：kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
浅田：asada@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究・制作への取り組みと各自の問題提起／研究倫理につ
いて
卒業制作・研究に関する全体ガイダンスを行い、学修到達目標に
ついて、この授業の学びと養われる力を説明する。また、「卒業
制作作品」を作成してゆくうえで必ず知っておかねばならない研
究倫理について学ぶ。なお、前期の課外において、各自のモチ
ベーションとなるテーマや技術を探すこと。

企画考案

2時間

第2回

実作品からみたアニメーション・キャラクターデザインにおけ
る今日的問題の発見と解釈
昨今のアニメーションやゲームのキャラクターデザインの動
向を研究し、各人の課題設定につなげる。

企画考案

2時間

第3回

作品テーマの考察
制作する各自のテーマについて調査を行なう。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第4回

各自の企画を確定する
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

テーマの調査と制作技術の確認

2時間

第5回

作品の組立
設定したテーマに基づき、有効な技術や表現方法を調査する。

企画審査に向けた準備

2時間

第6回

企画考案
研究企画を熟考し、各自の思索を深めるとともに調査・試作を継
続する。

企画審査向けた準備

2時間

第7回

企画書の完成
各人の研究課題の設定とその検討を進め、研究内容を確定させ
た企画書を完成させる。各人の研究課題の設定とその検討を行な
い、企画審査を行なう。

作品制作技術の検証

2時間

第8回

作品と研究の整合性チェック
個人面談を中心に個々の企画案と研究内容を熟議し，研究成果
物と作品の整合性をチェックする。また、この面談の際に中間学
修到達度の確認を行う。

作品制作技術の検証

2時間

第9回

作品化に向けた準備
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第10回

企画発表会
企画発表会にてプレゼンおよび講評し、卒業制作・研究企画
書のピアレビューを行う。

作品制作技術の検証と修正

2時間

第11回

作品の試作
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。

作品の試作

2時間

第12回

作品の試作
個人面談を中心に個々の企画案を掘り下げ，作品化を具体的に準
備する。

作品の試作

2時間

第13回

作品企画の確定
個々が設定したテーマに合った内容と表現を確定し、試作を通じ
て技術的な問題も解決する。具体的なイメージも固めてゆく。

企画発表会に向けた準備と試作

2時間

第14回

研究成果物提出

夏休み中の研究・制作スケジュール立案と遂
行

2時間

これまでの発表時の議論を踏まえて洗練させた研究内容を試作成
果物としてまとめ、発表する。また、最終の学修達成度の確
認と面談等を行う。
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第15回

@
@

@

3時間

第16回

3時間

第17回

3時間

第18回

3時間

第19回

3時間

第20回

3時間

第21回

3時間

第22回

3時間

第23回

3時間

第24回

3時間

第25回

3時間

第26回

3時間

第27回

3時間

第28回

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【IL】 （月・金）
唐仁原希 （金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

唐仁原：アーティストとして活動し、作品の制作を行っています。また、ギャラリーや美術館での展覧会経
験があります。全14回

授業概要
卒業制作・研究は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化など人間生活の総合的なありようを考察し、その中からグラフィックデザインやイ
ラストレーションなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究します。発表形式や媒体は問いませんが、確実な調査研究（先行作品、文献の研
究、フィールド調査など）、表現や素材についても実験し、緻密な計画もと作品制作を行います。年度末の卒業制作展においてその成
果を広く社会に問い、授業内のみならず広く客観的な評価を得ることで自己成長につなげます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションコースの専門的知識技
能を発揮できる課題発見とその解決のため周
到な調査研究と、計画的な作品制作を行うこ
とができる。

獲得した専門知識や技能を十分に発揮でき
る卒業制作研究を行うことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

卒業制作研究は4年間の学修の総決算である
とともに、卒業後の将来設計の端緒となるこ
とを認識して制作を行うことができる。

卒業後の生活にも大きな影響を与えうる作品
制作となるように全力で取り組むことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

4年間の学修の集大成としての自己の研究課
題を発見し、解決のための方策を立てること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題、テーマを深く考察し、課題解決として
の作品制作の周到な構想力により、具体
的な計画を立てることができる。

3 ．DP6.行動・実践

企画を実践的な制作に移すために、計画
的に実験を積み重ねて作品制作を行うことが
できる。

4 ．DP7.完遂

学期末のプレゼンテーション会に向けて、ク
オリティの高い作品を意識し、計画的に完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

合評を通したクラス構成員相互の制作意
図を認識し、より良い展覧会に導くために努
力することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％

課題設定・独自性10％

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
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10％
審査時発表
20％

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
3.作品内容の伝達力
4.卒業制作についての小論文

試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
50％
学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすることが必要です。
夏期休暇に2コマの集中授業を行います。前期授業内での企画書に従い、研究内容の推敲と資料収集、取材調査、材料研究、実験制作など後期実
制作に向けての活動を行うと共に、その成果を「研究ノート」にまとめます。各集中授業内での制作と研究ノートのチェックと発表を行いま
す。
卒業制作研究においては、特に授業外学修に関しての自己管理が必要となるため、専用教室を与えて実験・制作に供しており、自宅での研
究や制作のみならず、常時教室での制作を継続して行い、受講生であるクラスメートや教職員のより客観的な目で批評されることが前提となり
ます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日2限

場所：

南館3階、研究室２

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(toujimbara-n@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒研究制作の報告と後期の取り組み
・後期ガイダンス
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明。
・最終企画書書に基づいた夏期休暇中の実験制作の発表と制作計
画に基づいた後期の制作の発表。
（本授業は、大村と唐仁原２名の担当教員で行う。）

教員からのアドバイスを基に、今後の制作計
画を立案する。

2時間

第2回

各担当教員に分かれた企画書のチェックと、実験制作から導か
れる卒業作品のラフチェック
各担当教員に分かれた企画書のチェックと、実験制作から導かれ
る卒業作品のラフチェック。修正があれば、案を練り直す。

各自の計画に基づいてラフを描き進める

2時間

第3回

各人の制作計画の精査と指導
本制作に向けて確実なラフにかためていく。サイズ、構成を本制
作のスケールで実作し検証する。

アドバイスから必要なラフ修正を行う

2時間

第4回

作品制作/材料の決定と購入
・作品制作と担当教員への報告
・本制作へ入るために、支持体、画材、サイズや数量を確
認し、購入したものに制作を進めていく。

作品制作（ラフスケッチの完成）

2時間

第5回

作品制作/本制作の土台を固める
・作品制作と担当教員への報告
・前回の修正すべき点を直し、制作を進めていける土台を固め
る。

中間審査会に向けて制作を進める

2時間

第6回

作品制作/本制作を軌道にのせる
・作品制作と担当教員への報告
・このまま制作を進めていけるような状態に到達できるよう、本
制作の画材、色材、制作方法を確認し、実際に制作を進めはじめ
る。中間発表できる段階まで制作をすすめる。

中間審査会に向けて制作を進める

2時間

第7回

中間審査会
【中間審査会】
・各受講者によるプレゼンテーション（2教員合同で開催）
・本番の作品に取り掛かった状態の審査。この審査を経て、最終
形態にむけて改めて計画を練り直す。

制作計画の再考

2時間

第8回

作品制作/中間発表を受けて、作業の見直しを行う
・中間学修到達度の確認と面談等を行う
・作品制作と担当者への報告
・中間発表の結果を受け、表現内容、構成、色彩計画の見直し
が必要であれば手直しする。
・中間発表で、制作のテーマが客観的に伝わる内容かどうか、担
当教員と検討する。
・作品ボリューム、形式を再度、確認し、最終の提出期日まで
の、制作スケジュールを設計する。

新しい計画に沿って制作を進める

2時間

第9回

作品制作/完成形を具体的に設定して制作を推し進める
・作品制作と担当教員への報告
・個別の制作スケジュールを確認しながら、制作を推し進める。
・デジタル作品の場合は、毎回、出力して担当教員と状況確認す
る。また、最適な印刷用紙を検討しておく。

計画に沿って制作を進める

2時間

第10回

作品制作/最終講評会に向けた制作
・作品制作と担当教員への報告
・想定した完成形を目指して、妥協のない制作を行う。

計画に沿って制作を進める

4時間
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第11回

作品制作/講評会までの作業を具体的に確認する
・作品制作と担当教員への報告
・講評会までの作業を具体的に確認する。絵本、冊子、立体な
ど、作品形式によって確認すべき事項を担当教員と検討する。

作品制作と合評会の準備

2時間

第12回

最終の作品審査会

合評会で得た修正事項をとりまとめ、作業を
すすめる。

2時間

展示のための作品仕上げと作品設置のため
の準備。

2時間

作品クレジットの制作

2時間

【最終の作品審査】
・作品の進捗が単位修得目標に到達しているかどうの審査とな
る。
・展覧会での展示方法として額装や展示形式はこの合評会で確
認し、準備をすすめる。
第13回

作品制作/最終修正完了と展示方法の確定
・作品制作と担当教員への報告
・修正点が修正できているのか、目標の表現レベルに達している
のか検討。
・額装やパネルなど、完成作品の最適な展示準備を行う。

第14回

最終作品提出と展覧会での展示計画書の提出
・作品提出と最終合評により展覧会への展示計画を確認する。
・学修成果の可視化（ポートフォリオ）
・最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【AC】 （火・水）
内田英武 （水）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ポリゴン・ピクチュアズなどのCG会社でアニメーションやゲームタイトル等のディレクター経験を複数有す
る。（全１４回）

授業概要
卒業制作・研究においては、社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザイ
ンなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際に
は、授業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究遂行

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。状況や場面に応じ、計
画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い作
品を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％
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作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標を4項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として10月から12月下旬にかけて報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する

場所：

初回授業時に連絡する

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸
曽：itoso@g.osaka-seikei.ac.jphttps://portal.osaka-seikei.ac.jp/web_gen/syllabus/image/btn/btn_big_input_temp3.g
if
内田：初回授業時に連絡先を伝達
加藤：kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中間審査前の企画確認
中間審査でのプレゼンおよび講評に備え、卒業研究・制作の内
容と進捗を再確認する。また、学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明するとともに、「卒業制作作
品」を完成させるうえで必ず知っておかねばならない研究倫理に
ついて確認する。

後期制作スケジュールの設定

2時間

第2回

中間審査
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「卒業制作作品」の内容に万全を期する。

作品内容の検証と改善

2時間

第3回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第4回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第5回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第6回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第7回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第8回

仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告す
る。また、面談の際に中間学修到達度の確認を行う。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第9回

仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第10回

仕上げに向けた制作と調整作業
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第11回

作品一次審査
12月下旬に作品一次審査を行う。
※卒業制作作品展に出品する作品の選抜も併せて行う。
※卒業制作作品展への出品と単位取得は切り離して考える。

作品の確認とブラッシュアップ

2時間

第12回

作品のブラッシュアップ
12月の一次審査合否に関わらず作品を完成させるための努
力を続ける。制作レポートを作成し、自作についてふり返る。

作品のブラッシュアップ

2時間

第13回

最終審査に向けた研究・制作プロセスの振り返り
完成した研究ノートと卒業制作作品を照らし合わせ、企画内
容を再確認するとともに、それをうまく実現できているかどうか
を教員とともに検討する（つまり、最終の学修達成度の確
認を行う）。この検討作業を踏まえ、最終審査での発表内容を洗
練させる。

最終審査に向けた準備

2時間

第14回

最終審査
完成した作品を審査し最終の学修達成度の確認と面談
等を行う。合格者は指定期間に展示・出品する。授業終了後、研
究ノートと提出作品を審査し、期末試験として評価する。

作品展を踏まえて反省と総括

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【AC】 （火・水）
加藤隆文 （火）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究においては、社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザイ
ンなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際に
は、授業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究遂行

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。状況や場面に応じ、計
画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い作
品を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

適切な文章表記・引用方法

： 正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用をしているかを評価する。
15％

課題設定・独自性
15％

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
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研究ノート

： 新規性、独自性、論理性を評価する。
50％

研究発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
10％

学修到達目標

： 学修到達目標を4項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として10月から12月下旬にかけて報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する。

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸曽：itoso@g.osaka-seikei.ac.jp
内田：初回授業時に連絡先を伝達
加藤：kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中間審査前の企画確認
中間審査でのプレゼンおよび講評に備え、卒業研究・制作の内
容と進捗を再確認する。また、学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明するとともに、「研究ノート」を完
成させるうえで必ず知っておかねばならない研究倫理について確
認する。

後期制作スケジュールの設定

2時間

第2回

研究成果発表（Aグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノート内容の検証と改善

2時間

第3回

研究成果発表（Bグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノート内容の検証と改善

2時間

第4回

研究成果発表（Cグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノート内容の検証と改善

2時間

第5回

研究成果発表（Dグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノート内容の検証と改善

2時間

第6回

研究成果発表（Eグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノート内容の検証と改善

2時間

第7回

アカデミック・ライティングの心得
正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用の方法など、研究倫
理を踏まえたアカデミック・ライティングの実践的作法につい
て、再確認する。

研究ノート原稿の推敲

2時間

第8回

研究ノート入稿のための行程チェック
研究ノートの論集入稿用原稿完成を見据えて、担当教員と最終調
整の個人面談を進める。また、この際に中間学修到達度の確
認を行う。

研究ノート最終段階へ向けての調整

2時間

第9回

研究ノート入稿用原稿完成（Aグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第10回

研究ノート入稿用原稿完成（Bグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第11回

研究ノート入稿用原稿完成（Cグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第12回

研究ノート入稿用原稿完成（Dグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第13回

研究ノート入稿用原稿完成（Eグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

531

4473
第14回

最終審査に向けた研究・制作プロセスの振り返り
完成した研究ノートと卒業制作作品を照らし合わせ、企画内
容を再確認するとともに、それをうまく実現できているかどうか
を教員とともに検討する（つまり、最終の学修達成度の確
認を行う）。この検討作業を踏まえ、最終審査での発表内容を洗
練させる。
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研究ノート完成までのプロセスについての反
省と総括

7時間

4474

334

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【GA】 （月・金）
熊倉一紗 （月）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究・制作は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、スマートフォンゲーム、コンシューマーゲーム、アーケードゲー
ム、アナログゲームなど様々なジャンルのゲームデザインにふさわしいテーマを調査・研究する。発表形式や媒体は問わないが確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業研究・制作の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際は、授
業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備をすることが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

ゲーム制作におけるデザイン全般の知
識、2D、3Dなどのソフトウェアなどの専門知
識に基づいた表現を計画し、研究と制
作を進める。クリエイティブにおけるクオリ
ティコントロール全般を行う専門知識が理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究

4年間で学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スに関わる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し、解決の目標を定めることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な研究・制
作に関する企画書を作成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ、主体
的に取り組むことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い成
果物を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、状況や場面に応じ、計画変
更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで、自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

適切な文章表記・引用方法

： 正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用をしているかを評価する。
15％
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課題設定・独自性
15％
研究発表

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

10％
試験評価：研究ノート50％

： 授業終了後、研究ノート提出。新規性、独自性、論理性を評価する。
50％

学修到達目標

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp
Eメールの件名には、タイトルのあとに氏名・学籍番号を記入してください。（例：卒業研究のレポートについて【氏名・学
籍番号】）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中間審査前の企画確認
中間審査でのプレゼンおよび講評に備え、卒業研究・制作の内
容と進捗を再確認する。また、学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明するとともに、「研究ノート」を完
成させるうえで必ず知っておかねばならない研究倫理について確
認する。

後期制作スケジュールの設定

2時間

第2回

研究成果発表（Aグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノートの内容検証と改善

2時間

第3回

研究成果発表（Bグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノートの内容検証と改善

2時間

第4回

研究成果発表（Cグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノートの内容検証と改善

2時間

第5回

研究成果発表（Dグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノートの内容検証と改善

2時間

第6回

研究成果発表（Eグループ）
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「研究ノート」の内容に万全を期する。

研究ノートの内容検証と改善

2時間

第7回

アカデミック・ライティングの心得
正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用の方法など、研究倫
理を踏まえたアカデミック・ライティングの実践的作法に
ついて、再確認する。

研究ノートの原稿推敲

2時間

第8回

研究ノート入稿のための行程チェック
研究ノートの論集入稿用原稿完成を見据えて、担当教員と最終調
整の個人面談を進める。また、この際に中間学修到達度の確
認を行う。

研究ノート最終段階へ向けての調整

2時間

第9回

研究ノート入稿用原稿完成（Aグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第10回

研究ノート入稿用原稿完成（Bグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第11回

研究ノート入稿用原稿完成（Cグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第12回

研究ノート入稿用原稿完成（Dグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間

第13回

研究ノート入稿用原稿完成（Eグループ）
研究ノート入稿用原稿について担当教員に報告するととも
にフィードバックを受け取り、最終入稿用原稿を完成させる。

研究ノート入稿用原稿執筆の仕上げ

2時間
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第14回

最終審査に向けた研究・制作プロセスの振り返り
完成した研究ノートと卒業制作作品を照らし合わせ、企画内
容を再確認するとともに、それをうまく実現できているかどうか
を教員とともに検討する(つまり、最終の学修達成度の確
認を行う)。この検討作業を踏まえ、最終審査での発表内容を洗
練させる。
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研究ノート完成までのプロセスについての反
省と総括

2時間

4476

334

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【MD】 （水・金）
野口周三 （水）、市毛史朗 （水）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

週刊少年ジャンプ（集英社）や、その他の漫画雑誌にて漫画制作経験があり、イラストレーション、デザイ
ンなども担当。また、映画・ドラマ・アニメなどの脚本（シナリオ）、企画・プロデュースなどでの作品制
作も担当している。（全１４回）

授業概要
【後期・研究パート】
本授業では、４年間の集大成として卒業制作・研究を行う。前期に行った「仮卒業制作作品」で得た経験をもとに、卒業制作作品を本制作す
る。
卒業制作作品には熟慮されたテーマ性と高い完成度が欠かせない。テーマに関しては改めて十分な調査・研究を行い、過去の事例や自身の体
験なども活かしながら、制作に必要な取材を行うこと。研究パートでは、制作パートと平行して研究レポート制作を軸に進めていく。最終的に
は卒業制作作品と合わせ、卒業制作展に作品を出品・展示する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

制作に必要な調査・研究を十分に行う。

前期に引き続き、制作テーマに繋がる幅
広い情報を集め、集大成にふさわしいアイ
ディアの創出と研究レポートの執筆を行う。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

大学で習得した専門知識・技法をしっかり
と活用する。

前期で検討・制作した内容を更にブラッシュ
アップさせ、卒業制作にふさわしい完成
度の研究レポートを執筆する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究テーマを再度塾考し、科学的・論理
的に研究を行うための調査、資料収集を十
分に行う。

2 ．DP5.計画・立案力

制作パートのコンセプトを明確にしな
がら、論文執筆のスケジュール管理を徹底し
て行い、十分な時間を確保する。

3 ．DP6.行動・実践

研究として有意義な発想、設定となっている
かを検討し、研究を実現するための行動をす
る。

4 ．DP7.完遂

論理性、説得力、スライドの表現性、聴
衆の理解という分野において、レベ
ルの高い制作を完遂する。

5 ．DP10.忠恕の心

自身の知識と創意工夫、他者との協力を以っ
て誠意のある制作を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

適切な文章表記・引用方法

： 正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用をしているかを評価する。
15％

課題設定・独自性
15％
研究発表

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

10％
試験評価：研究ノート

： 授業終了後、研究ノート提出。新規性、独自性、論理性を評価する。
50％
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学修到達目標

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
研究パートにおいては、毎週2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜13:00～15:00

場所：

南館3F研究室1
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

後期企画書制作
前期の授業、夏休み中の制作を踏まえ、卒業制作の最終企画
書を制作する。
研究レポートの内容、それを執筆するための情報収集についても
よく検討し、企画を立てる。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

企画書の内容検討

2時間

第2回

後期企画書制作・個人面談
後期企画書の内容について個別に面談し、アドバイスを行う。

アドバイスを受け、企画内容の再検討、修正

2時間

第3回

卒業制作最終企画決定
これまでの検討を通し、最終的な制作物を決定する。
合わせて、研究レポートの骨子を定める。

最終企画に基づき制作の準備

2時間

第4回

卒業制作本制作
随時企画を見直しながら、作品制作およびレポート執筆を進め
る。

時間外制作、技法の研究

2時間

第5回

制作予定のチェック
今後の制作予定を検討しながら作品制作およびレポート執
筆を進める。

制作スケジュールを立てる

2時間

第6回

制作途中チェック
制作途中の状態をチェックし、アドバイスを行う。

アドバイスの内容を取り入れながら制作

2時間

第7回

中間講評に向けたアドバイス
中間講評会に向けた目標点を設定し、制作を進める上での課題
点を見つける。
合わせて研究レポートも完成に向け執筆を進める。

現在の問題点を見直す

2時間

第8回

中間講評前の作り込み
次回に予定される中間講評会のために、現時点での完成度を上げ
る。
作品、レポート、どちらもブラッシュアップを重ねていく。

講評会に向け作り込み

2時間

第9回

卒業制作中間講評会・卒業制作研究レポート提出
中間講評会を行い、現時点での進行状況を評価する。
また、卒業制作研究をレポート提出。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

中間講評を受け、制作プロセスを見直す

2時間

第10回

最終提出に向けた制作
中間講評での評価を踏まえ、作品を修正・加筆しながら制
作を進める。

最終提出を見据え、制作予定を立てる

2時間

第11回

制作計画、プロセスの見直し
最終提出までのスケジュールを各自見直し、制作を進める。
展示するための方法や素材を改めて検討し、準備する。

必要な画材、素材の検討

2時間

第12回

展示方法に関する検討
作品を作り込みながら、展示準備も進めていく。

展示方法の検討

2時間

第13回

卒業制作最終審査に向けアドバイス
最終審査のためのアドバイスと最終確認を行う。

最終審査に向け作品を完成させる

2時間

第14回

卒業制作最終審査
最終審査を行い、卒業制作としての可否を判定する。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。

審査結果の反省

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作２【MD】 （水・金）
藤川亜美 （金）、中根友美 （金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

該当する
それぞれプロの漫画家およびイラストレーターとして活動、作品発表の実績あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
【後期・制作パート】
本授業では、４年間の集大成として卒業制作・研究を行う。前期に行った「仮卒業制作作品」で得た経験をもとに、卒業制作作品を本制作す
る。
卒業制作作品には熟慮されたテーマ性と高い完成度が欠かせない。テーマに関しては改めて十分な調査・研究を行い、過去の事例や自身の体
験なども活かしながら、制作に必要な取材を行うこと。「独自のアイディアを創出し、集大成にふさわしい作品作りとなるように努める。最終
的には研究レポートと合わせ、卒業制作展に作品を出品・展示する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

制作に必要な調査・研究を十分に行う。

前期に引き続き、制作テーマに繋がる幅
広い情報を集め、集大成にふさわしいアイ
ディアの創出と作品制作を行う。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

大学で習得した専門知識・技法をしっかり
と活用する。

前期で検討・制作した内容を更にブラッシュ
アップさせ、卒業制作にふさわしい完成
度の作品を制作する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究テーマを再度塾考し、有意義な課題設
定をする。課題を行うための調査、資料収
集を十分に行う。

2 ．DP5.計画・立案力

自身の決めたコンセプトに従って制作を進め
る。スケジュール管理を徹底して行い、十
分な制作時間を確保する。

3 ．DP6.行動・実践

展示の方法までを加味し、作品の全体
像を練る。展示に必要な技術や情報を調
査、分析する。

4 ．DP7.完遂

論理性、説得力、聴衆の理解という分野にお
いて、レベルの高い制作を完遂する。

5 ．DP10.忠恕の心

自身の知識と創意工夫、他者との協力を以っ
て誠意のある制作を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％

課題設定・独自性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
10％

審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
20％

試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
50％
学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
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10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
制作パートにおいては、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜2限（10:40～12:20）

場所：

南館3F研究室2
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

後期企画書制作
前期の授業、夏休み中の制作を踏まえ、卒業制作の最終企画
書を制作する。
展示の方法、それを実行するための手段についてもよく検
討し、企画を立てる。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

企画書の内容検討

2時間

第2回

後期企画書制作・個人面談
最終企画書の内容について個別に面談し、アドバイスを行う。

アドバイスを受け、企画内容の再検討、修正

2時間

第3回

卒業制作最終企画決定
これまでの検討を通し、最終的な制作物を決定する。

最終企画に基づき制作の準備

2時間

第4回

卒業制作本制作
随時企画を見直しながら、制作を進める。
展示に必要な準備や手配があれば各自でしっかり調べておく。

時間外制作、技法の研究

2時間

第5回

制作予定のチェック
今後の制作予定を検討しながら制作を進める。

制作スケジュールを立てる

2時間

第6回

制作途中チェック
制作途中の状態をチェックし、アドバイスを行う。

アドバイスの内容を取り入れながら制作

2時間

第7回

中間講評に向けたアドバイス
中間講評会に向けた目標点を設定し、制作を進める上での課題
点を見つける。

現在の問題点を見直す

2時間

第8回

中間講評前の作り込み
次回に予定される中間講評会のために、現時点での完成度を上げ
る。
ブラッシュアップを重ねていく。

講評会に向け作り込み

2時間

第9回

卒業制作中間講評会・卒業制作研究レポート提出
中間講評会を行い、現時点での進行状況を評価する。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

中間講評を受け、制作プロセスを見直す

2時間

第10回

最終提出に向けた制作
中間講評での評価を踏まえ、作品を修正・加筆しながら制
作を進める。

最終提出を見据え、制作予定を立てる

2時間

第11回

制作計画、プロセスの見直し
最終提出までのスケジュールを各自見直し、制作を進める。
展示するための方法や素材を改めて検討し、準備する。

必要な画材、素材の検討

2時間

第12回

展示方法に関する検討
作品を作り込みながら、展示準備も進めていく。

展示方法の検討

2時間

第13回

卒業制作最終審査に向けアドバイス
最終審査のためのアドバイスと最終確認を行う。

最終審査に向け作品を完成させる

2時間

第14回

卒業制作最終審査
最終審査を行い、卒業制作としての可否を判定する。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。

審査結果の反省

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【IL】 （月・金）
大村みな子 （月）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化など人間生活の総合的なありようを考察し、その中からイラストレーションやデザ
イン表現にふさわしいテーマを調査・研究します。発表形式や媒体は問いませんが、確実な調査研究（先行作品、文献の研究、フィールド調
査など）、表現や素材についても実験し、緻密な計画のもと作品制作を行います。年度末の卒業制作展においてその成果を広く社会に問い、授
業内のみならず広く客観的な評価を得ることで自己成長につなげます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イラストレーションコースの専門的知識技
能を発揮できる課題発見とその解決のため周
到な調査研究と、計画的な作品制作を行うこ
とができる。

獲得した専門知識や技能を十分に発揮でき
る卒業制作研究を行うことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

卒業制作研究は4年間の学修の総決算である
とともに、卒業後の将来設計の端緒となるこ
とを認識して制作を行うことができる。

卒業後の生活にも大きな影響を与えうる作品
制作となるように全力で取り組むことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

4年間の学修の集大成としての自己の研究課
題を発見し、解決のための方策を立てること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題、テーマを深く考察し、課題解決として
の作品制作の周到な構想力により、具体
的な計画を立てることができる。

3 ．DP6.行動・実践

企画を実践的な制作に移すために、計画
的に実験を積み重ねて作品制作を行うことが
できる。

4 ．DP7.完遂

学期末のプレゼンテーション会に向けて、ク
オリティの高い作品を意識し、計画的に完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

合評を通したクラス構成員相互の制作意
図を認識し、より良い展覧会に導くために努
力することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％

課題設定・独自性10％

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
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10％
審査時発表
20％

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
3.作品内容の伝達力
4.卒業制作についての小論文

試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
50％
学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすることが必要です。
夏期休暇に2コマの集中授業を行います。前期授業内での企画書に従い、研究内容の推敲と資料収集、取材調査、材料研究、実験制作など後期実
制作に向けての活動を行うと共に、その成果を「研究ノート」にまとめます。各集中授業内での制作と研究ノートのチェックと発表を行いま
す。
卒業制作研究においては、特に授業外学修に関しての自己管理が必要となるため、専用教室を与えて実験・制作に供しており、自宅での研
究や制作のみならず、常時教室での制作を継続して行い、受講生であるクラスメートや教職員のより客観的な目で批評されることが前提となり
ます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限

場所：

南館3階、研究室２

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、事前に予約を取り、研究室を訪ねてください。
メールでも受け付けます(omura@osaka-seikei.ac.jp）。
メールには必ず氏名と所属 を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒研究制作の報告と後期の取り組み
・後期ガイダンス
・学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明。
・最終企画書書に基づいた夏期休暇中の実験制作の発表と制作計
画に基づいた後期の制作の発表。
（本授業は、大村と唐仁原２名の担当教員で行う。）

教員からのアドバイスを基に、今後の制作計
画を立案する。

2時間

第2回

各担当教員に分かれた企画書のチェックと、実験制作から導か
れる卒業作品のラフチェック
各担当教員に分かれた企画書のチェックと、実験制作から導かれ
る卒業作品のラフチェック。修正があれば、案を練り直す。

各自の計画に基づいてラフを描き進める

2時間

第3回

各人の制作計画の精査と指導
本制作に向けて確実なラフにかためていく。サイズ、構成を本制
作のスケールで実作し検証する。

アドバイスから必要なラフ修正を行う

2時間

第4回

作品制作/材料の決定と購入
・作品制作と担当教員への報告
・本制作へ入るために、支持体、画材、サイズや数量を確
認し、購入したものに制作を進めていく。

作品制作（ラフスケッチの完成）

2時間

第5回

作品制作/本制作の土台を固める
・作品制作と担当教員への報告
・前回の修正すべき点を直し、制作を進めていける土台を固め
る。

中間審査会に向けて制作を進める

2時間

第6回

作品制作/本制作を軌道にのせる
・作品制作と担当教員への報告
・このまま制作を進めていけるような状態に到達できるよう、本
制作の画材、色材、制作方法を確認し、実際に制作を進めはじめ
る。中間発表できる段階まで制作をすすめる。

中間審査会に向けて制作を進める

2時間

第7回

中間審査会
【中間審査会】
・各受講者によるプレゼンテーション（2教員合同で開催）
・本番の作品に取り掛かった状態の審査。この審査を経て、最終
形態にむけて改めて計画を練り直す。

制作計画の再考

2時間

第8回

作品制作/中間発表を受けて、作業の見直しを行う
・中間学修到達度の確認と面談等を行う
・作品制作と担当者への報告
・中間発表の結果を受け、表現内容、構成、色彩計画の見直し
が必要であれば手直しする。
・中間発表で、制作のテーマが客観的に伝わる内容かどうか、担
当教員と検討する。
・作品ボリューム、形式を再度、確認し、最終の提出期日まで
の、制作スケジュールを設計する。

新しい計画に沿って制作を進める

2時間

第9回

作品制作/完成形を具体的に設定して制作を推し進める
・作品制作と担当教員への報告
・個別の制作スケジュールを確認しながら、制作を推し進める。
・デジタル作品の場合は、毎回、出力して担当教員と状況確認す
る。また、最適な印刷用紙を検討しておく。

計画に沿って制作を進める

2時間

第10回

作品制作/最終講評会に向けた制作
・作品制作と担当教員への報告
・想定した完成形を目指して、妥協のない制作を行う。

計画に沿って制作を進める

4時間
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第11回

作品制作/講評会までの作業を具体的に確認する
・作品制作と担当教員への報告
・講評会までの作業を具体的に確認する。絵本、冊子、立体な
ど、作品形式によって確認すべき事項を担当教員と検討する。

作品制作と合評会の準備

2時間

第12回

最終の作品審査会

合評会で得た修正事項をとりまとめ、作業を
すすめる。

2時間

展示のための作品仕上げと作品設置のため
の準備。

2時間

作品クレジットの制作

2時間

【最終の作品審査】
・作品の進捗が単位修得目標に到達しているかどうの審査とな
る。
・展覧会での展示方法として額装や展示形式はこの合評会で確
認し、準備をすすめる。
第13回

作品制作/最終修正完了と展示方法の確定
・作品制作と担当教員への報告
・修正点が修正できているのか、目標の表現レベルに達している
のか検討。
・額装やパネルなど、完成作品の最適な展示準備を行う。

第14回

最終作品提出と展覧会での展示計画書の提出
・作品提出と最終合評により展覧会への展示計画を確認する。
・学修成果の可視化（ポートフォリオ）
・最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【VD】 （水・金）
門脇英純 （金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

企画制作会社でクリエイティブディレクターとして、企業の広告を計画・商品ブランド開発、コミュニケー
ションデザインの実務（全14回）

授業概要
芸術学部のディプロマポリシーのうち、「芸術・デザインに関する知識と理解：芸術・デザインに関する歴史的・理論的な学修に基づいた能
力を有し、これを有効に活用する」「創作する意義を理解し、制作・発表にのぞむことができる」を基に、４年間の総決算として卒業作品を研
究する。大学での講義や、演習における口頭発表、調査・研究など、これまで蓄積してきた成果をもとに各自で題目を設定し、「卒業制作研
究」として完成させ提出する。作成に当たっては、担当教員が助言・指導を与えながら完成を目指す。 卒業作品の制作に必要とされる専門知
識や技術を学びつつ，完成に向けて準備を進めていくための指導を適宜行う。作品コンセプトの設定，事例調査・表現メディア研究、さらには
その内容を理解してもらうために必要なプレゼンテーション能力等である。卒業制作の完成に向けて多角的な視点からアドバイスを行うことに
より、ビジュアルデザイン研究に関する専門知識を深めるとともに、卒業制作の作品がスムースに進められるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門知識

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）しビジュアルデザイ
ン制作する専門知識が理解できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

3 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ主体的に取り組むことができ
る

4 ．DP7.完遂

主体的に取り組み、出来状況や場
面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づ
き実行することができる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
論文に関しては、対面式で個別にコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。就職活動でやむ無く欠席する場合は、事前報告を行うこと。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

適切な文章表記・引用方法

： 正しい文章表記、出典の書き方、適切な引用をしているかを評価する。

（15点、12点,、10点）

15％
課題設定・独自性
15％
研究発表

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。（15点、10点、5点）
： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。（10点、5点）

10％
試験評価：研究ノート
50％
学修到達目標評価

： 授業終了後、研究ノート提出。新規性、独自性、論理性を評価する。
（S:50点、A:40点、B:30点、C:25点）
： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。（10点、8点、6点）

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
○自分を広告する技術 講談社
どのように「自分を広告」していけばいいか、そのノウハウを最先端の広告事例を参考にしながら、分かりやすく伝えていく本です。読み進め
ていけば、世界の有名広告事例を楽しみながら、「自分という商品」をどう売り込んでいけばいいかが身につけられます。
○デザインマネジメント 日経BP社
デザインを経営の根幹に据えた経営手法のこと。技術や販売手法を中核とする経営は広く見られるが、これにデザインを加えると顧客価
値を探る多様な視点が得られる。欧米の成長企業であるアップルやグーグル、アウディ、ダイソンなどは当然のこととして実施している。そ
のデザインマネジメントの本質や切れ味を、著者が実際に手掛けたエアコン、ノートパソコン、携帯電話、洋食器、ランドリー用品などの開発
事例に沿って浮かび上がらせる。
○グラフィック 認知心理学 (Graphic text book) 森 敏昭 (著)
現在の心理学において重要な位置を占め幅広く展開されている「認知心理学」を、研究の最前線にいる著者陣が解説したテキスト・参考書であ
る。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業時間外学修が必要である。
実際には卒業制作という科目の重要性から後期には毎週８時間以上制作研究に取り組むことを求める。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜1.２限

場所：

南館1階研究室

備考・注意事項： 門脇：金曜1.２限目をオフィースアワーとしている。授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対
応する。
（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「卒業制作について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作・研究のガイドライン＆卒業制作・研究の研究倫理に
ついて
ビジュアルデザインコースの卒業制作・研究ガイドラインを説
明する。
①学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
ビジュアルデザインコースの学びのカテゴリーの項目には、広
告、ポスター、フォトグラフィー、パッケージ、タイポグラ
フィー、コピーライティング、マーケティングコミュニケーショ
ンなどがあります。カテゴリーの項目を絞り、調査、研究し
た事を、論文してまとめたものが研究論文です。研究論文か
ら、作品を作るにあたり制作テーマの設定を行ってもらいます。
卒業研究論文作成のための研究倫理を学ぶ。
②ラストレクチャーと位置付ける。キャリアプラン課題の説
明を行う。7.8回の授業で課題の発表を行う。

第2回

卒業制作研究テーマ・プレゼンテーション

名列1～16

制作テーマのプレゼンテーションを行います。
一人５分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
制作テーマ、コンセプト、媒体の３点を企画書としてパワーポイ
ントにまとめプレゼンテーションしてください。
●名列17～30の学生は発表者のレビューを行います。
第3回

卒業制作研究テーマ・プレゼンテーション

名列17～30

制作テーマのプレゼンテーションを行います。
一人５分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
制作テーマ、コンセプト、媒体の３点を企画書としてパワーポイ
ントにまとめプレゼンテーションしてください。
●名列1～16の学生は発表者のレビューを行います。
第4回

自分のクリエイティビティに自信を持つ方法 ? デビット・ケ
リーの事例
自分のクリエイティビティに自信を持つ方法 ? デビット・ケ
リーの事例を紹介
クリエイティビティに自信がもてないロジカル思考だった技術
者が、子供にとって恐怖体験だったMRIを楽しい冒険体験に変え
た例が紹介されています。私は、デザインの良し悪しは才能の有
無で別れるのではないかと考えていた時期がありました。しか
し、この動画を見て、人は皆クリエイティブの素質があり、努力
次第でクリエイティビティは後天的に伸ばせるものだと学びまし
た。特に、クリエイティビティやデザインとは無縁だと考えてい
る人に、最初に見ていただきたい動画です。
●ビデオレクチャー30分 ●討論40分 ●レポート30分

第5回

デザイナーはもっと大きく考えるべきだ ? ティム・ブラウ
ンの事例

544

卒業制作研究テーマプレゼンテーションをお
こなのでパワーポイントにまとめておいてく
ださい。

2時間

講師よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

講師よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

自分のクリエイティビティに自信を持つ方
法について再度考え文章にまとめてくださ
い。

2時間

ティム・ブラウンの事例から自身で活用でき
る事を文章でまとめてください。

2時間
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デザイナーはもっと大きく考えるべきだ ? ティム・ブラウ
ンの事例
ティム・ブラウンは、デザイン思考が広まるきっかけとなっ
た『デザイン思考が世界を変える』の著者であり、デザインコン
サルティングファームIDEOのCEOです。この講演で「DESIGN’S
TOO IMPORTANT TO BE LEFT TO DESIGNERS（デザインはデザイ
ナーだけに任せるには重要過ぎる）」という有名な言葉を残しま
した。デザイン思考は、発散的なアプローチで、今までになかっ
た新しい選択肢、解決策を生み出すために有効な手法です。
デザイン思考の活用例として、アメリカの医療機関カイ
ザー・パーマネンテの患者体験の向上を目指すプロジェクトを紹
介しています。観察調査とブレインストーミング、プロトタイピ
ングを通じて、新たな勤務シフトの引継ぎ方を生み出し、看護
師が患者から目を離す時間を平均40分から12分に縮めたこと
で、患者の安心感と看護師の満足度をともに向上させました。動
画内では、他にもデザイン思考を活用したプロジェクトを複数紹
介しています。●ビデオレクチャー30分 ●討論40分 ●レポー
ト30分
第6回

Rob Forbes

世界が見えてくるものの見方

Design Within Reachの創設者であるロブ・フォーブスがスナッ
プ写真を交えて、彼のものの見方を紹介します。このスライド
ショーでは皆さんの周囲にあるかわいらしい配置、ファウンド
アート、都市にみられるパターンなど今まで気づきもしなかっ
た世界が見えてくるものの見方について。●ビデオレク
チャー30分 ●討論40分 ●レポート30分
第7回

デザイナーとしてのキャリアプランニング

名列1～16

課題のプレゼンテーションを行います。
一人５-8分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
10年間のデザイナーとしてのキャリアアップを企画書としてパ
ワーポイントにまとめプレゼンテーションしてください。
●名列17～30の学生は発表者のレビューを行います。
第8回

デザイナーとしてのキャリアプランニング-名列17～30
課題のプレゼンテーションを行います。
一人５-8分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
10年間のデザイナーとしてのキャリアアップを企画書としてパ
ワーポイントにまとめプレゼンテーションしてください。
●名列1～16の学生は発表者のレビューを行います。

第9回

制作表現の調整とディスカッション５
決定）

（個別指導/制作・最終

①中間学修到達度の確認と面談等を行う。90分
・中間時点までの成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしてい
く点をアドバイスします。
②個人作品のデザイン作成（個人の制作）180分
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第10回

制作表現の調整とディスカッション６
上げ

一次審査に向けての仕

個人作品の最終仕上げを行う。
ポスターパネルにグラフィック作品を張り合わせる。
第11回

卒業制作１次審査1（1～16）
11回、12回を使い卒業制作の１次審査を行います。各自プレゼン
テーション５分
審査基準／ビジュアルデザインコースで今まで学修してきたこ
と活かした研究、作品制作
●作品がほぼ完成し、展示計画が考えられている。
●作品完成の見通しが見えている。
上記に達していない作品は不合格とする。
●審査結果は、審査終了後、口頭で伝えます。
●名列17～30学生は発表者の見学およびフィードバックコメン
ト記入

第12回

卒業制作１次審査2（17～30）
11回、12回を使い卒業制作の１次審査を行います。各自プレゼン
テーション５分
審査基準／ビジュアルデザインコースで今まで学修してきたこ
と活かした研究、作品制作
●作品がほぼ完成し、展示計画が考えられている。
●作品完成の見通しが見えている。
上記に達していない作品は不合格とする。
●審査結果は、審査終了後、口頭で伝えます。
●名列1～16学生は発表者の見学およびフィードバックコメン
ト記入

第13回

卒業制作２次審査
卒業制作の１次審査を行います。各自プレゼンテーション５分
審査基準／ビジュアルデザインコースで今まで学修してきたこ
と活かした研究、作品制作
●作品完成の見通しが見えている。
上記に達していない作品は不合格とする。
●審査結果は、審査終了後、口頭で伝えます。

第14回

最終作品の提出、展覧会展示。振り返りシートの作成、学習成
果の可視化
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Rob Forbesの事例から自身で活用でき
る事を文章でまとめてください。

2時間

講師よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

講師よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

１次審査に向けて作品の完成度を上げてくだ
さい。説明する内容を文章化してプレゼン
テーションの準備を行ってください。

2時間

１次審査に向けて作品の完成度を上げてくだ
さい。説明する内容を文章化してプレゼン
テーションの準備を行ってください。 8時
間

2時間

１次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完
成度を上げてください。不合格者は、２次試
験に向けて作品を仕上げてください。

2時間

１次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完
成度を上げてください。不合格者は、２次試
験に向けて作品を仕上げてください。

2時間

次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完成
度を上げてください。不合格者は、卒
業に向けて作品を完成されてください。

2時間

授業の振り返りを行い、学習成果として作
品ポートフォリオの制作を行ってくださ
い。に卒業制作展への展示準備を行う。

2時間

4480
卒業制作展を前に、卒業研究レポート、制作成果物の振り返り
を行う。
①卒業制作展への出品者は、展示準備を行う。
②卒業アルバムに掲載する図版、コンセプトなど編集を行う。
授業終了後、期末試験評価として、卒業制作作品、卒業研究論
文を評価する。
③学修到達目標調査及び個人面談を行います。
・最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
・成長度を確認し、成長点、さらに伸ばしていく点をアドバイ
スします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作２【AC】 （火・水）
糸曽賢志 （水）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

該当する
アニメをはじめとした映像監督、キャラクターデザインなどを国内外で行う教員が担当。

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究においては、社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中から映像やアニメーション、キャラクターデザイ
ンなどの表現にふさわしいテーマを調査・研究したうえで制作を進めることが求められる。発表形式や媒体は問わないが、確実な調査研
究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておくことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、そのための研究調査のプロセス、展示方法、会場運営、展示記録のあ
り方も卒業制作・研究の一環とする。また、卒業制作に関連した研究ノートの作成を課す。調査研究報告資料や研究ノートを作成する際に
は、授業内で随時実施する研究倫理教育をしっかりと踏まえたうえで、作品制作と遜色のない準備することが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションないしクリエイショ
ンの専門知識

アニメーションや3DCGなどの専門知識に基づ
いた表現を計画し、研究と制作を進める。ク
リエイティブにおけるクオリティーコント
ロール全般を行う専門知識が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の企画・制作ならびにそのため
の研究遂行

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を企画・制作するとともに、そのプロセ
スにかかわる研究を遂行する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。状況や場面に応じ、計
画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承
諾を得て、変更・修正できる。

3 ．DP6.行動・実践

種々の約束事の意味を理解して守り、他
者の模範となる行動ができ主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP7.完遂

各自設定したテーマに沿った完成度の高い作
品を発表する。主体的に研究・制
作に取り組み、出来状況や場面に応じ、計画
変更・修正の必要性に気づき実行することが
できる。

5 ．DP10.忠恕の心

社会のニーズを理解したうえで自分の考え
や思いを伝えることができ、自分の感情をコ
ントロールし、モチベーションを維持するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％
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作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標を4項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として10月から12月下旬にかけて報告と発表を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡する。

場所：

南館情報デザイン研究室、芸術学部長室

備考・注意事項： 授業内に連絡。
授業時間外で質問がある場合や、面談を希望する場合は以下のメールアドレスに連絡すること。
糸曽：itoso@g.osaka-seikei.ac.jp
内田：初回授業時に連絡先を伝達
加藤：kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中間審査前の企画確認
中間審査でのプレゼンおよび講評に備え、卒業研究・制作の内
容と進捗を再確認する。また、学修到達目標について、この授
業の学びと養われる力を説明するとともに、「卒業制作作
品」を完成させるうえで必ず知っておかねばならない研究倫理に
ついて確認する。

後期制作スケジュールの設定

2時間

第2回

中間審査
夏期休暇中にさらに展開・洗練させた個々の研究成果を、スライ
ドを用いて口頭発表する。教室でのピアレビューや質疑応
答を通して、「卒業制作作品」の内容に万全を期する。

作品内容の検証と改善

2時間

第3回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第4回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第5回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第6回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第7回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作

2時間

第8回

仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告す
る。また、面談の際に中間学修到達度の確認を行う。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第9回

仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第10回

仕上げに向けた制作と調整作業
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第11回

作品一次審査
12月下旬に作品一次審査を行う。
※卒業制作作品展に出品する作品の選抜も併せて行う。
※卒業制作作品展への出品と単位取得は切り離して考える。

作品の確認とブラッシュアップ

2時間

第12回

作品のブラッシュアップ
12月の一次審査合否に関わらず作品を完成させるための努
力を続ける。制作レポートを作成し、自作についてふり返る。

作品のブラッシュアップ

2時間

第13回

最終審査に向けた研究・制作プロセスの振り返り
完成した研究ノートと卒業制作作品を照らし合わせ、企画内
容を再確認するとともに、それをうまく実現できているかどうか
を教員とともに検討する（つまり、最終の学修達成度の確
認を行う）。この検討作業を踏まえ、最終審査での発表内容を洗
練させる。

最終審査に向けた準備

2時間

第14回

最終審査
完成した作品を審査し最終の学修達成度の確認と面談
等を行う。合格者は指定期間に展示・出品する。授業終了後、研
究ノートと提出作品を審査し、期末試験として評価する。

作品展を踏まえて反省と総括

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作２【VD】 （水・金）
姜尚均 （水）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

該当する
広告会社でアートディレクターとして企業の広告を企画・制作。（全14）

実務経験の概要

授業概要
芸術学部のディプロマポリシーのうち、「芸術・デザインに関する知識と理解：芸術・デザインに関する歴史的・理論的な学修に基づいた能
力を有し、これを有効に活用する」「創作する意義を理解し、制作・発表にのぞむことができる」を基に、４年間の総決算として卒業作品を研
究する。大学での講義や、演習における口頭発表、調査・研究など、これまで蓄積してきた成果をもとに各自で題目を設定し、「卒業制作研
究」として完成させ提出する。作成に当たっては、担当教員が助言・指導を与えながら完成を目指す。 卒業作品の制作に必要とされる専門知
識や技術を学びつつ，完成に向けて準備を進めていくための指導を適宜行う。作品コンセプトの設定，事例調査・表現メディア研究、さらには
その内容を理解してもらうために必要なプレゼンテーション能力等である。卒業制作の完成に向けて多角的な視点からアドバイスを行うことに
より、ビジュアルデザイン研究に関する専門知識を深めるとともに、卒業制作の作品がスムースに進められるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートディレクションの専門知識

広告、グラフィックデザイン、装幀、パッ
ケージなどにおいて、主に視覚的表現手
段を計画し、総括、監督する。デザインな
どクリエイティブにおけるクオリティーコン
トロール全般を行う専門知識が理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画からデザイン（ビジュアルデザイ
ン）の専門知識

市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広
告、ロゴ、パッケージ、編集までを実際に計
画（マーケティング）しビジュアルデザイ
ン制作する専門知識が理解できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問
題点を洗い出し解決の目標を定めることがで
きる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要
性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修
正できる

3 ．DP6.行動・実践

約束事の意味を理解して守り、他者の模範と
なる行動ができ主体的に取り組むことができ
る

4 ．DP7.完遂

主体的に取り組み、出来状況や場
面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づ
き実行することができる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができ自分の感
情をコントロールし、モチベーションを維
持することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
制作に関しては、対面式で個別にコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

549

4482
作品制作のための調査・資料収集

： 制作研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達目標

： 学修到達目標を5項目4段階で総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
アートディレクションの「型」誠文堂新光社
GRAPHIC DESIGN THEORY グラフィックデザイナーたちの〈理論〉ビー・エヌ・エヌ新社
Grid Systems in Graphic Design/Raster Systeme Fur Die Visuele Gestaltung (ドイツ語) Josef Muller-Brockmann (著)
グラフィック 認知心理学 (Graphic text book) 森 敏昭 (著)
デザインマネジメント 日経BP社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業時間外学修が必要である。
実際には卒業制作という科目の重要性から毎週８時間以上制作研究に取り組むことを求める。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜３限

場所：

南館３階

備考・注意事項： オフィスアワー：金曜３限。※事前にアポイントを取ること。
kang@osaka-seikei.ac.jp Eメール件名としては「卒業制作について（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作研究テーマプレゼンテーション・研究の研究倫理につ
いて・学修到達目標について
前期に引き続き、制作を行います。
制作テーマ、コンセプト、媒体の３点を企画書にまとめプレゼン
テーションしてください。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

教員よりアドバイスを受けて企画書を作成し
てください。

2時間

第2回

卒業制作研究テーマプレゼンテーション

教員よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

教員よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

教員よりアドバイスを受けた内容に企画
書を修正してください。

2時間

講師よりアドバイスをうけた内容を制作に反
映してください。

2時間

個人作品のブラッシュアップを行ってくださ
い。素材などの検討をしてください。

2時間

個人作品のブラッシュアップを行ってくださ
い。素材などの検討をしてください。

2時間

個人作品のデザイン作成（個人の制作）
制作テーマのプレゼンテーションを行います。
一人５分間で、制作テーマをプレゼンテーションします。
第3回

個人作品の制作チェック１-１

（個別指導/制作）

個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行いま
す。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第4回

個人作品の制作チェック１-２

（個別指導/制作）

個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第5回

個人作品の制作チェック１-３

（個別指導/制作）

個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第6回

制作表現の調整とディスカッション１（個別指導/制作）
個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。

第7回

制作表現の調整とディスカッション２（個別指導/制作）
個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。

第8回

制作表現の調整とディスカッション３ （個別指導/制作）・中
間学修到達度の確認
個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
・中間学修到達度の確認と面談等を行う。

個人作品のブラッシュアップを行ってくださ
い。展示計画を考えてください。

2時間

第9回

制作表現の調整とディスカッション４

個人作品のブラッシュアップを行ってくださ
い。

2時間

（個別指導/制作）
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個人作品のデザイン作成（個人の制作）
・個人制作の確認を個人面談形式で行います。
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行って
ください。
第10回

制作表現の調整とディスカッション５
上げ

一次審査に向けての仕

個人作品の最終仕上げを行う。
第11回

卒業制作１次審査
卒業制作の１次審査を行います。各自プレゼンテーション５分
審査基準／ビジュアルデザインコースで今まで学修してきたこ
と活かした研究、作品制作
●作品がほぼ完成し、展示計画が考えられている。
●作品完成の見通しが見えている。
上記に達していない作品は不合格とする。
●審査結果は、審査終了後、口頭で伝えます。

第12回

卒業制作作品の最終調整
１次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完成度を上げてくださ
い。
①素材の吟味、統一性のある素材と色
②展示計画を立てます。展示方法の工夫、設置方法や設置器具な
ど考察してください。
不合格者は、２次試験に向けて作品を仕上げてください。
①素材の吟味、統一性のある素材と色を良く考えてください。
②プレゼンテーションを想定して２次審査に備えてください。

第13回

卒業制作２次審査
卒業制作の１次審査を行います。各自プレゼンテーション５分
審査基準／ビジュアルデザインコースで今まで学修してきたこ
と活かした研究、作品制作
●作品完成の見通しが見えている。
上記に達していない作品は不合格とする。
●審査結果は、審査終了後、口頭で伝えます。

第14回

最終作品の提出、展覧会展示。卒業制作研究ルーブリック の実
施。最終の学修達成度の確認、学習成果の可視化
①卒業制作展への出品者は、展示準備を行う。
②卒業アルバムに掲載する図版、コンセプトなど編集を行う。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
授業終了後、期末試験評価として、卒業制作作品、卒業研究論
文を評価する。
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１次審査に向けて作品の完成度を上げてくだ
さい。説明する内容を文章化してプレゼン
テーションの準備を行ってください

2時間

次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完成
度を上げてください。不合格者は、２次試
験に向けて作品を仕上げてください。

2時間

１次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完
成度を上げてください。不合格者は、２次試
験に向けて作品を仕上げてください。

2時間

次合格者は、卒業制作展に向けて作品の完成
度を上げてください。不合格者は、卒
業に向けて作品を完成されてください。

2時間

授業の振り返りを行い、学習成果として作
品ポートフォリオの制作を行ってくださ
い。に卒業制作展への展示準備を行う。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【GA】 （月・金）
伊藤俊輔 （金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

コンシューマ、モバイルゲーム開発にプログラマとして携わる。開発ディレクション経験も有り。（全１
４回）

授業概要
卒業制作・研究は社会や個人、そしてそれらを取り巻く文化などを考察し、その中からデジタルコンテンツ（ゲーム・CG）に関わる表現にふさ
わしいテーマを調査・研究する。発表形式や媒体は問わないが確実な調査研究を行い、表現や素材についても実験を通して技術を習得しておく
ことが重要である。
審査会において合格した成果物は卒業制作展において展示発表するが、展示方法、会場運営、展示記録のあり方も卒業制作・研究の一環とす
る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

作品のコンセプトを設定する際、ターゲッ
トや作品を通して得られる効果を考えること
ができる。

ゲーム作品には、コンセプトやターゲッ
トを意識した制作フローが必須となる。そ
の設定を初期の企画設計から落とし込み作
品へと昇華させることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的な作品の制作

4年間に学んだ知識と技術を活かした作
品を制作する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企画した内容を制作するにあたって、発生し
た問題に対し解決するためのアクショ
ンを取ることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

期間全体の予定を想像し、各期間でなすべき
ことを想像することができる。

3 ．DP6.行動・実践

立てた予定を叶えられるよう、必要な情
報を集め、自身の能力を活用し、制作作
業を行うことができる。

4 ．DP7.完遂

企画した制作内容を、責任をもって仕上げる
ことができる。

5 ．DP10.忠恕の心

周りの状況に耳を傾け、状況に応じた協力を
することができ、教員からの意見にも真
摯に受け止め作品に落とし込むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％

課題設定・独自性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
10％

審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
20％

試験評価：卒業制作作品・展示方法

： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
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50％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、集中授業として９月下旬，12月下旬の２日それぞれに報告と発表を行う

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 授業時間外で連絡をとりたい場合やオフィスアワーでの相談時間を
前もって予約しておきたい場合には、Eメールを下記の下記教員の
アドレスに送ってください。
伊藤(ito@g.osaka-seikei.ac.jp)
丹羽(niwa@g.osaka-seikei.ac.jp)
熊倉(kumakura@g.osaka-seikei.ac.jp)
Eメールの件名には氏名と学籍番号を記入してください。（例：UE4、BPの使用方法について【氏名、学籍番号】)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業内容説明と中間審査前の企画確認
企画発表会にてプレゼンおよび講評し、卒業制作・研究企画
書の提出をする。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

後期制作スケジュールの設定

2時間

第2回

中間審査
９月下旬に前期～夏季休暇の進行具合を報告する。この時点で全
体の７割の完成度を求める。

進行状況のチェック

2時間

第3回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する

進行状況のチェック

2時間

第4回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する

作品制作と並行して論文執筆

2時間

第5回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する

作品制作と並行して論文執筆

2時間

第6回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する

作品制作と並行して論文執筆

2時間

第7回

作品制作と報告
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する

作品制作と並行して論文執筆

2時間

第8回

学修到達度の確認と仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。
中間学修到達度の確認と面談等を行う

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第9回

仕上げに向けた制作
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作最終段階へ向けての調整

2時間

第10回

仕上げに向けた制作と調整作業
制作の進行管理のため毎回のゼミにおいて担当教員に報告する。

作品制作の仕上げ

2時間

第11回

作品一次審査
12月下旬に作品一次審査を行う。

作品の確認とブラッシュアップ

2時間

※卒業制作作品展に出品する作品の選抜も併せて行う。
※卒業制作作品展への出品と単位取得は切り離して考える。
第12回

作品のブラッシュアップ
12月の最終審査合否に関わらず作品を完成させるための努
力を続ける。
制作レポートを作成し、自作についてふり返る。

作品のブラッシュアップ

2時間

第13回

展示準備、作品制作
卒業制作展の展示計画と運営、設置準備を進める。
制作レポートの提出。

卒業制作展に向けた準備

2時間

第14回

最終審査と学習達成度の最終確認
完成した作品を展示・出品する。
授業終了後、レポートと提出作品を審査し、期末試験として評
価する。

作品展を踏まえて反省と総括

2時間

最終の学修達成度の確認と面談等を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術概論【FC】
大手裕子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
染織、テキスタイルの作家として、活動、作品発表を行っている。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
前半では、ファッションや衣服の歴史を概観し、特にその成り立ちや変遷・進化における重要な要因について探る。それを通して、ファッショ
ンのヒトとの関わり、造形デザイン的な側面の様々な要素について基礎知識を蓄積し、自らの表現の発想へと繋げるための試行も行う。
後半では、20世紀から現代までのトップファッションデザイナーの作品、及び、舞台・映画等におけるコスチューム作品について、その流れに
ついても概観し、そのリサーチを元に各自のファッション・コスチュームデザインへの展望を持つ。
ファッション・コスチュームデザインを自ら創造していくために必要な知識の習得と発想のためのリソースを蓄積する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

様々な影響を受けて成立しているファッショ
ンの造形性についての知識を、講義、小ワー
ク、見学等を通じて通して習得する。

歴史、文化、社会の動きと共に変化し進化す
るファッションについて知識を得て、自
身の創造に繋げることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

多様な衣装スタイルの源となっている背
景、ファッションの造形に必要な素材や技
術について理解する。

ファッションとそこに密接にかかわるアー
トの様々な要素について基礎的な知識を習
得し、造形的に裏付けされた発想ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ファッション、アートに広く興味をもち、創
造に繋がる問題意識を持つ。

2 ．DP6.行動・実践

各自が衣装・ファッションに広く興味をも
ち、実物を見る、触れるなどの感覚を通し
て自身の発想力を高める。

3 ．DP7.完遂

与えられた課題（リサーチやレポート等）に
ついて、求められる要件を満たして完成でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内での課題・ワークシート

： 各回の授業で課される課題等に着実に取り組み、求められる知識、技術の取得ができている。
30％

見学レポート（2回）
20％
プレゼンテーション（2回）
20％
期末課題
20％
学修到達度評価

： 見学授業でみた作品等について、充分な観察ができ、独自の分析や自身の発想、創造に繋がるソー
スを得られている。
： 発表したい内容について、リサーチ、発表資料の準備が十分にできている。また、プレゼンにおけ
る姿勢などが適切である。
： 与えられた課題に対してリサーチや素材の収集が十分できている。また、伝えたい内容を十分伝え
られる表現ができている。
： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
深井晃子監修
深い晃子監修

2002「京都服飾文化研究財団コレクション ファッション
2020「FASHION 世界服飾大図鑑」DK社

18世紀から現代まで」TASCHEN

GmbH

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。また、2コマの授業を学
外授業とし、見学先と日時は後期開始時に知らせる。それぞれ交通費と見学費用が必要。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後期

場所：

東館2F 環境デザイン研究室

火曜日

6時間目

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

テキスタイル素材の成り立ちについて

・この授業がどのような内容を含み、どのように進められるかに
ついて説明する。
「学習到達度の確認」について説明する。
・テキスタイル素材理解の基礎となる知識を実物サンプルを通し
て解説する。
・各自の小プレゼンテーションによるファッションアイテ
ムを通して、素材について検証し、認識する。
・学習到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
第2回

テキスタイル素材の色、柄の表現について
・プリントと浸染による表現の違い（スクリーンプリン
ト、絞り染め、糊防染による染め
・多色を表現する技法（スクリーンプリント、インクジェットプ
リント 等）
・特殊プリント（箔プリント、オパール加工、発砲プリン
ト 等）
・ストライプ、チェックの表現（スクリーンプリン
ト、織り 等）

ワークシートを完成し、素材について学ん
だ知識を復習する。

2時間

ワークシートを完成し、色、柄の表
現の成り立ちについて学んだ知識を復習す
る。

2時間

第3回

学外見学① テキスタイル作品・商品、染織作品等の展示、展
覧会見学（主に京都）
・染・清流館（染色作品展示）
・ギャラリーギャラリー（テキスタイル、ファイバーアートの作
品展示）
・ミナ・ペルホネンのショップ（テキスタイル、ファッションデ
ザイン）
・アトリエ・志村（織による着物生地による小品等の展示）
等の見学。

見学内容についてレポートを作成する。

2時間

第4回

ファッションの起源について①
トまで ―

授業で取り上げた時代の素材を用いての衣
服への展開についてまとめ、現代の表現と比
較する。

2時間

授業で取り上げたエジプトファッションのア
イテムについてまとめ、現代に通じる提
案を行う。

2時間

ギリシア・ローマのファッションと、布か
ら発想するファッションについて、整理しま
とめておく。

2時間

―

先史時代

～

エジプ

・先史時代の衣服の起源について
・毛皮、麻の布による衣装など、紀元前の衣装の特徴や現代に
も通じる表現について
第5回

ファッションの起源について②
ン２ ―

―

エジプトのファッショ

・カラシリス、ペクトラル等、現代の衣服の成り立ちとは異な
る構成について
・エジプトの特徴的な装飾について、金工、ビーズ 等
・現代のデザイナーのコレクションへの影響について
第6回

ファッションの起源 ＜一枚の布を巡って＞
ア・ローマ ～ その後 ―

―

ギリシ

・ギリシアファッションのキトン、ヒマティオン 等について
・現代にも生きるチュニックについて
・ローマ時代のファッション、トーガについて
＊一枚の布から成るトーガの基本的な装い方を参考にし、オリ
ジナルのトーガの装いを試作する。
・マドレーヌ・ヴィオネのドレスデザイン、古代彫刻にヒン
トを得たもの、バイアスカット
・イッセイ・ミヤケの「一枚の布」のデザインについて
第7回

様々な伝統的民族衣装 ＜その色彩とモチーフ＞ ―民族のア
イデンティティとモードへの影響―
・南米の山岳民族、アジアの少数民族、アフリカの各種族の伝統
的衣装について（その色彩、伝統的文様、モチーフ、装飾品、祭
礼的意味 等）受け継がれ続ける意義、未来の展望について
・民族衣装にインスピレーションを受けた現代のデザイナーにつ
いて（KENZO,蜷川実花、Sacai 等、）民族衣装のデザイ
ン性、色彩が与える影響

民族衣装の特徴や影響について、整理しまと
めておく

2時間

第8回

学外見学② 神戸ファッションミュージアム（常設展示と特別
展）
・常設展示を学芸員さんの解説を交えて鑑賞する。実物の洋
服を観ることにより、その素材や、技術から生まれる効果につい
て確認、理解する。また、解説を通して、どのような時代背景か
らそのファッションがもたらされているのかを理解する。
・特別展を通して、事前のリサーチ、実物の鑑賞、展示のテー
マを踏まえての考察を行う。

常設展、特別展それぞれの見学レポートを作
成する。

2時間

555

4501
第9回

ファッションと音楽・舞台

―多様なパフォーマンスと衣装―

・多様な音楽パフォーマンスと衣装について（オペラ、ミュージ
カル、ロック、バンド、グループサウンズ、アイドル 等）そ
の特徴と音楽との関連性について
・ダンスパフォーマンスと衣装について（バレエ、コンテンポラ
リーダンス、ブレイクダンス 等）
その特徴と舞台表現との関連性について
・受講学生のリサーチによる音楽、舞台の表現とファッショ
ンの関係についてのプレゼンテーション①
・中間学習到達度の確認とフィードバックを行う。

音楽・舞台とファッションの関係につい
て、情報を整理しまとめておく。

2時間

第10回

ファッションと映画・映像 ―映画のコスチューム、ドキュメ
ンタリーで描かれるファッションー
・映画をはじめとする映像作品の中で考証されデザイン、制作さ
れた衣裳について、表現の意図、特徴、リアル・クローズへの影
響などについて概説する。
・受講学生のリサーチによる（映画や映像の表現とファッショ
ンの関係についてのプレゼンテーション②

映画、映像とファッションの関係につい
て、情報を整理しまとめておく。

2時間

第11回

ファッションとアート

ファッションとアートの関係について、情
報を整理しまとめておく。

2時間

―その壁と相似性―

・スキャパレッリによるシュールレアリスト達とのコラボレー
ションに始まり、現代のアーティストとファッションブランドと
のコラボレーションについて、事例を通して学ぶ。
・メット・ガラ等に象徴されるファッションのドキュメンタ
リー等を通じて、社会（芸術）の中でのファッションの地位、業
界を動かすデザイナー、プロデューサー、エディター等の働きな
どについて概説する。
・受講学生のリサーチによる（アートとファッションの関係につ
いてのプレゼンテーション③）
第12回

時代背景とファッション ―社会から影響を受けるファッショ
ン―
・戦時の社会状況を背景としたファッション、スポーツの隆
盛に影響されたファッションや、20世紀後半のカウンターカル
チャーから現代のストリートファッション等、政治、経済
等の動きによる変化から生まれ出たファッションについて、特徴
的な事例について学ぶ。

時代背景とファッションについて、情報を整
理しまとめておく。

2時間

第13回

現代のファッション ―サスティナブル、エシカル、インク
ルーシブをキーワードに―
・全世界的に、また、あらゆる分野において、「世界をよりク
リーンに、フェアに」という考えを外してはもの作りやビジネ
スは成立しえない状況が一般的になりつつある。そのような状
況の中でのファッション分野がここ数十年取り組んできたことに
ついて、事例を元に学び、これからを担う世代にできることを発
想していく。

学んだことを元に、今後取り組みたいこと
を考え提案する。

2時間

第14回

未来のファッション ーウエアラブル・テクノロジーとファッ
ションー
・テクノロジーの進化により、機能性、利便性を備えたファッ
ションが現実のものとなりつつある。既に実用化されている事例
等を紹介し、新たなファッションの側面として認識しておかねば
ならない技術について学ぶ。
・未来におけるファッションが、テクノロジーの進化により、機
能面、デザイン性・造形性において、どのような展開が予想でき
るのか、前回に学んだサスティナブル、エシカル等の側面への配
慮も考え発想、提案してみる。
・最終の学習到達度の確認を行う。

未来のファッションについて、レポートを作
成する。

2時間

556

4502

331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術概論【IP】
赤西信哉
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
プロダクトデザイナー、家具デザイナーとしての複数の商品開発に関わっている。（全１4回）

実務経験の概要

授業概要
生活を意識的に見つめてみると、様々な「デザイン」に囲まれていることに気がつきます。「デザイン」とは何を指し示しているのか。その概
念の形成と価値のあり方について考察します。またインテリア・プロダクトデザインの専門に通じる「環境デザイン」という領域を大づかみ
に理解して行くために、身近な事例を取り上げながらイメージの醸成にかかわる諸問題を重視して論じます。授業をとおして「デザイン」とは
どういったものであるか、自分なりの見解を含みながら論じられるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デザインにまつわる基礎知識

デザインの概要について、自分なりの見
解を持ち他者に説明ができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトデザインのトレンド

トレンドを理解し、最新デザインの調査分
析ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学びを振り返り、自己の専門学習の指針とな
る課題を省察することができる。

2 ．DP7.完遂

リサーチした情報を、定められた形式に沿っ
た資料としてまとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
毎回の授業ごとに、授業内レポートの提出を行い。授業内容の理解度を把握、評価を行い次回授業にて返却します。質問事項が記載されて
いる場合は次回授業にて補足説明を含む振り返りを行います。
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組み状況
10％
小レポート

： 授業内での質問や発表の姿勢、また小レポート内での質問、疑問の提示について、その積極性を評
価する。
： 毎回授業ごとに提出する小レポートについて、授業内容の把握度を評価する。

35％
学外視察レポート

： 指定の形式に沿って、独自の分析結果及び意見の提示について評価する。
15％

期末試験評価

まとめレポート

： 授業内容の理解度、また専門学習に照らし合わせた今後の目標の省察度について評価する。
40％

使用教科書
指定する
著者
柏木博

タイトル
・

出版社

デザインの教科書

・ 講談社現代新書

参考文献等

557

出版年
・

2011 年

4502
原研哉『デザインのデザイン』(岩波書店)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
毎回授業終了時に小レポートの提出を求めます。
学外視察は3コマ分の集中授業としておこないます。視察先入場費が必要です。
欠席し毎回の小レポートが未提出になると成績評価に換算される点数が獲得できません。
毎回の小レポート点が評価の大きな割合を占めているため注意すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日5限

場所：

東館研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス 導入講義
授業構成、評価方法、スケジュールの確認。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
各自の「デザイン」に対する現状の認識度を確認する。

デザインとは何か？レポートを作成し提出

4時間

第2回

見えていないデザイン

著名デザイナーについて調査しスライド
ショーを作成

4時間

身の回りを観察すると「デザイン」されていないものはとて
も少ないことがわかる。しかしそのデザインを意識することはと
ても少ない。「見えていないデザイン」について意識すること
で、各自の「デザイン」への認識を深め、目標を定めるための模
索をおこなう。
第3回

クリエイター紹介 プレゼンテーション
自分が尊敬するクリエイター（デザイナー）について紹介スライ
ドを作成し、グループごとにプレゼンテーションを行う。トップ
クリエイターを知ることでデザイン業界に意識的になるととも
に、クラス内でデザインについての会話の機会を増やすことを目
的とする。
また情報を人に伝える「プレゼンテーション」の重要性を学ぶ。

発表されたクリエイターについて再調査。

4時間

第4回

デザインの基本理解 4つの視点
デザインという言葉の意味を調べるところからスタートし、教科
書の中の4つの視点「1、心地よさという要因
2、環境そして道具や装置を手なずける 3、趣味や美意識／秩
序 4、地域、社会との関わり」について概要を学ぶ。

授業内容の振り返り。教科書の読み返し。

4時間

第5回

環境そして道具や装置を手なずける
教科書の中の4つの視点の内「環境そして道具や装置を手なずけ
る」について考察する。

授業内容の振り返り。教科書の読み返し。

4時間

第6回

より多くの人に理解してもらえる価値の創出
デザインの「価値」と「文化」について論じる。
文化が醸成する共通の美意識のあり方について考察する。

授業内容の振り返り。教科書の読み返し。

4時間

第7回

20世紀のデザイン

授業前半の振り返り。振り返りレポート作
成。

4時間

「デザイン概念の発端」を紐解くために、近代デザイン史の概
要に触れながらその成り立ちを学ぶ。
19世紀のデザインから20世紀のデザインへの移り変わりを見つ
め直すことで、デザイン概念がどのように生まれ現在に受け継が
れてきているのかを考える。
教科書の第2章「20世紀のデザイン」
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。
第8回

日本文化とデザイン
「単位」について注目することで、日本文化特有の美意識や、そ
の顕在化について明らかにする。
また、日本独自の芸術運動と捉えられる「民藝」について紹
介し、学外視察の準備を行う。

「民藝」について事前レポート作成

4時間

第9回

民藝について考察 学外見学

学外見学でのリサーチ内容をレポートにまと
める。

4時間

学外見学でのリサーチ内容をレポートにまと
める。

4時間

学外見学でのリサーチ内容をレポートにまと
める。

4時間

大阪日本民藝館視察にて展示品を視察見学する。また学芸員によ
る解説から「民藝運動」について、また「大阪日本民藝
館」の成り立ち、設立の意義などを学ぶ。
第10回

民藝について考察 学外見学
大阪日本民藝館視察にて展示品を視察見学する。また学芸員によ
る解説から「民藝運動」について、また「大阪日本民藝
館」の成り立ち、設立の意義などを学ぶ。

第11回

民藝とデザイン 学外見学
大阪日本民藝館視察にて展示品を視察見学する。また学芸員によ
る解説から「民藝運動」について、また「大阪日本民藝
館」の成り立ち、設立の意義などを学ぶ。

第12回

日本文化と美意識
日本における伝統、文化を背景とした、工芸の実例を紹介し、日
本独自の美意識について考察する。また伝統技術とデザインのか
かわりについて現代の動向を紹介する。

授業内容の振り返り。教科書の読み返し。

4時間

第13回

「素」の美意識

日本の伝統工芸とプロダクトとの協働プロ
ジェクトについてリサ ーチ

4時間

「八つの日本の美意識」黒川 雅之著の中から、「素」につい
て注目し考察する。ローカルな文化によって醸成された美意
識がグローバルな価値となりえることを理解する。
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第14回

環境デザインとこれから

総括

「売れるデザイン」とはどういったものかを考えることを通し
て、時代とともに変化する価値観（地球環境問題、エシカルな
ど）を捉えてデザインの役割を考察する。
「環境アセスメント」についてまなび、デザイナーの責任につい
て考察する。
最終の学修達成度の確認を行う。
終了後一週間以内に最終レポートの提出(期末試験として評価す
る)。

559

環境アセスメントについて自己学習。授
業ノートを振り返り、授業理解度を確認し継
続的な思考へとつなげる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基礎演習１【FC】
川上須賀代
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
ファッションクリエーターとして、オリジナルブランドの商品企画・製造販売（全14回）

実務経験の概要

授業概要
ファッション造形 身体と衣服
服作りのプロセスを平面製図と実習を通して習得します。人体の構造と機能、それを包む被服の関わりを製図し、仮縫い、縫製などのプロセ
スの中で学んでいく。パターンは平面ですが、衣服は立体であることを意識し、パターン製図方法を習得します。実習の基礎となるスカー
トを制作していく中で、トレンドデザインのリサーチと資料収集を行い、カラー・テキスタイル・シルエット・ディテールなどを分析し、各
自のイメージを形にする技術と応用力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スカートの構造を理解し、制作に必
要な様々な知識を身につけ、その知識を実
践する術を学ぶ

学んだ知識と技術を使ってスカートを完成さ
せる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

基本的なスカートだけでなく、様々なデザイ
ンの変化に対応できる制作技術を習得する

自分サイズでスカートパターンを作成し、制
作ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スカートそのものの成立ちを学び、テキスタ
イルと合わせてデザインする力をもつ。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画を立てることができる。

3 ．DP6.行動・実践

制作物を素材面とシルエット面からアプロー
チし、制作することができる。

4 ．DP7.完遂

作品を完成させ、コンセプトとともにプレゼ
ンテーションできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題

： 平面作図の理解、基礎縫い、スカートの完成度で評価する
40％

縫製能力

： 制作物の仕上げ技術としての縫製のレベルを評価する。
40％

期末試験評価、作品提出

： 丁寧な仕事ができているかで評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
文化服装学院編

タイトル
・

出版社

文化ファッション大系 服飾造
形講座１服飾造形の基礎

560

・ 文化出版局

出版年
・

2015 年

4511

まるやまはるみ

・

誌上・パターン塾
ト編

Vol.2スカー ・ 文化出版局

・

2015 年

参考文献等
適宜授業内で指示。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の演習科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜 10:30~12:10

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業の前・終了後、研究室にて対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス パターンメーキング概論
学修到達度の確認
パターンメーキングとは何か。立体と平面の理解。使用する道
具の説明。
採寸方法を理解し、スカート原型の製図準備に入る
研究倫理教育

授業内で出された内容をレポートに纏める

3時間

第2回

スカート原型の製図
採寸を元に、自分サイズのスカート原型を作図する。

スカート原型まで完成させる

4時間

第3回

原型を用いたカットパターン作成
カットパターンの理解・作図
地直し・地の目の理解

カットパターンを完成させる

4時間

第4回

基礎縫いの説明（手縫い）
針の持ち方から指抜きの使用方法の理解
基礎縫いについて説明
様々な基礎縫いをシーチングを用いて行う

授業内で出された基礎縫いを完成させる

4時間

第5回

基礎縫い（ミシン前の準備）
ミシンで使用する道具の説明
ミシン・アイロンの使用方法の説明
素材に適した針と糸の説明
チャコペーパーの使用方法
ロックミシンの使用方法
切躾の方法と実践（シーチング）
角作り

切躾を完成させる

4時間

第6回

裁断作業
ミシンの使用方法を学び、
スカートの表地を裁断し切躾を行う

作業の続行

4時間

第7回

基礎縫い練習
シーチングに切躾したダーツや角作りを縫製
シーチングにファスナーの縫製

作業の続行

4時間

第8回

表地スカート仮縫い
学修到達度の確認
標付けしたスカートを仮縫いする

仮縫い完成させる

4時間

第9回

表地スカート補正後の本縫い
仮縫いしたスカートを着用し補正を行う。
縫製順序の把握し本縫いする
表地スカートにファスナーをつける

ファスナー付けまで完成させる

4時間

第10回

ロックミシンを用いて縫製
ロックミシンを用いて縫製していく

縫製作業の続行

4時間

第11回

裏地裁断
裏地の扱い方の説明
キセの理解
裏地標付け

作業の続行

4時間

第12回

裏地の縫製
キセを理解し縫製をしていく
表地と裏地の合わせ
ベルトの持ち出しの説明
スリット部分の縫製方法を理解して基本縫いを行う

縫製作業の続行

4時間

第13回

ウエストベルトの縫製
スカート吊り紐の理解と縫製
中綴じ
ウエストベルトを表地と裏地につけて縫製

スカートを完成させる

4時間

第14回

縫製仕上げとプレゼンテーション
学修到達度の確認
ウエストの始末から裾上げ、ボタン付けなどの細部の縫製作
業を進めていく。
縫製作業を完成させ、この時間内でプレゼンテーションし評価す
る。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）

縫製作業の続行、プレゼンテーションの準備

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基礎演習１【IP】
山中コ～ジ
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
建築家・インテリアデザイナーとして照明・空間のデザインに従事。（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
インテリア、プロダクトデザインの基礎演習として、＜第一課題＞模型制作基礎を学。スチレンボード、スタイロフォーム、紙を用いて材
料の切断方法と接着方法についての基礎実習。基礎から応用編へと学びの領域を広げる。
（第二課題＞ピクニックグッズを通してプロダクトデザインと場づくりについて学ぶ。グループワークにより授業は行われる。実際の敷地リ
サーチを行い、場づくりについての事例リサーチ、コンセプト作成、プロダクトデザインとしてデザイン及び制作をおこなう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

空間の作法

空間（建築デザイン、プロダクトデザイ
ン）のプロセスを体得できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模型制作技術の基礎実践

様々な模型材料を用いて模型制作のための基
礎スキルを体得できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自身の意図を立体作品として表現できる。

2 ．DP5.計画・立案力

それぞれの課題制作から、自分で計画を立て
て提案する能力を養う。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークを行うことで、グループ内に
おける自身の役割と連携した行動を学ぶ。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題への取組み状況

： 授業内および時間外学習の成果を評価（1４回×２％＋特別評価ポイント）。
30％

第一課題：講評会の提出

： 提出物：模型による造形課題とプロダクトデザインを行った作品の提出。
35％

期末試験評価
出

第二課題：講評会の提

： 提出物：グループワークと成果をpptにてプレゼンテーション資料として制作。

35％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学習時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業までに草案を練り上げてくること。
各課題は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合は、メールにて受け付けます。
メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

造形入門１：模型制作について／紙の加工
授業ガイダンス
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフと紙の加工

第2回

造形入門2：模型制作について／紙の加工
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフと紙の加工
ペーパープレーン

第3回

造形入門3：模型制作について／スチレンボードの加工
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとスチレンボードの加工
素材の正しい切断方法

第4回

造形入門4：模型制作について／スチレンボードの加工
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとボンドによるスチレンボードの加工
基礎形態の制作（箱作りの初級中級編）

第5回

造形入門5：模型制作について／スチレンボードの加工
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとボンドによるスチレンボードの加工
基礎形態の制作（箱作りの上級編）

第6回

造形入門6：模型制作について／スチレンボードの加工
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとボンドによるスチレンボードの加工
基礎形態の制作（階段作り）

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.1視聴とレポート400字程度。

2時間

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.2視聴とレポート400字程度。

2時間

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.3視聴とレポート400字程度。

2時間

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.4視聴とレポート400字程度。

2時間

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.5視聴とレポート400字程度。

2時間

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.6視聴とレポート400字程度。

2時間

第7回

造形入門7：模型制作について／紙を使ったプロダクトデザイ
ン1-1
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとボンドと紙による加工。
7回目8回目は実際にプロダクトデザインを行い、模型精度とデザ
インについて学ぶ。

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.7視聴とレポート400字程度。

2時間

第8回

造形入門8：模型制作について／紙を使ったプロダクトデザイ
ン1-2
造形の入門編として基礎的な素材、道具、加工方法の指導。
カッターナイフとボンドと紙による加工。
7回目8回目は実際にプロダクトデザインを行い、模型精度とデザ
インについて学ぶ。
実際に使用

建築や家具デザインについてのレクチャービ
デオvol.8視聴とレポート400字程度。

2時間

第9回

ピクニックグッズ エスキース１：課題説明 デザインスタ
ディ１（グループづくりと事例リサーチ）
ピクニックグッズについてピクニックの歴史から紐解き、現
在に至るまでのピクニックのありよう、デザインの変遷につい
て調べる。
ピクニックグッズをデザインするグループを作る。
どんなグッズがあり得るか、エスキースをおこなう。

ピクニックのあり方やグッズデザインの変
遷をレポートにまとめる

2時間

第10回

ピクニックグッズ エスキース２：デザインスタディ２（調査
結果のをデザインへと応用）

現場の調査を行い、具体的な場所の特
徴を見つけ出す。また、現場調査結果をレ
ポートにする。

2時間

エスキース１にて行った調査を利用して、自分達がデザインす
るグッズデザインについて検討を行う。
第11回

ピクニックグッズ エスキース３：デザインスタディ３（ピク
ニック内容の決定とグッズデザイン）
制作キーワードをヒントに、アイデアをスタディモデルで表現す
る。

スタディモデルを完成させる。

2時間

第12回

ピクニックグッズ ：ファイナルモデル制作
ファイナルモデルの制作。ボード制作。
チェック１

ファイナルモデル／ボードの制作。

2時間

第13回

ピクニックグッズ ファイナルモデル制作

ファイナルモデル／ボードの制作とピート
フォリオにまとめ完成させる。

2時間

作品をポートフォリオにまとめる。

2時間

ファイナルモデルの制作。ボード制作。
チェック２
第14回

ピクニックグッズ プレゼン：講評会（エキスポ記念公園）
グループワークにより実際に現地にてピクニックを行い、プレゼ
ンテーションパネルA3（タイトル、コンセプト、モデル写真／イ
ラストレーターで作成）、ファイナルモデル S=1/1を使って発
表を行い、講評を受ける。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基礎演習２【IP】
池田久司
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
建築設計事務所での設計・監理の実務経験(全14回）

実務経験の概要

授業概要
建築やインテリア、プロダクトといったデザインが実現に至るには、その源となる図面の存在が欠かせません。図面は設計者がデザインにこめ
た意図や意思を、施主や施工者、製作者など計画に関わる人々に伝え、デザインの方向性を全体で共有しながら計画を牽引する重要な役
割を果たします。この授業では、身の周りのプロダクトや家具の実測と作図や、住宅作品の図面をトレースすることを通し、基本的な製
図のルールを体得すると同時に、優れたデザインに欠かすことのできない寸法感覚を養うことを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実測と作図、図面トレース

身の回りのプロダクトや空間を実測し、作
図することができる。図面のトレースを通し
て製図の基本的なルールを理解し、初歩
的な図面を描くことができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

美しく意図の伝わりやすいレイアウトの資
料を作成できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
提出後の授業で全体的な傾向についてコメントします。
課題での重要な内容はホワイトボードで実践し解説します。
各課題について返却時に個別に学修到達状況を確認し、フィードバックを行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の実測・作図課題、製図課題

： 製図のルールを意識しながら課題を最後まで完成させられているか。
30％

各課題への取り組み姿勢

： 各課題の疑問点を解決しながら取り組めているか。
25％

期末試験評価 最終トレース課題
45％

： 最終トレース課題について、製図のルールに則って完成させられているか。美しく仕上げられてい
るか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2コマ２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

565

4517
場所：

授業の教室および東館研究室

備考・注意事項： メールでも質問を受付します。メールタイトルには必ず「授業名」「学籍番号」「氏名」を表記してください。
メールアドレス:os@ikd-a.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・実測準備・レクチャー
・図面についてのレクチャー
・実測、作図に必要な製図の基本的なルールの説明
・実測及び作図の練習

製図の基本的なルールの復習

2時間

第2回

実測課題１：身の周りの持ち物を実測する

見本図面と自身の図面を比べて改善
点を探る。

2時間

・スマートフォンを実測し作図する
第3回

実測課題２-１：椅子１を実測する
・椅子１を実測し作図のための準備をする

第４回までに実測を完了させておく。

2時間

第4回

実測課題２-２：椅子１を実測する

見本図面と自身の図面を比べて改善
点を探る。

2時間

・第３回での実測結果をもとに椅子１を作図する
第5回

トレース課題１-１：平面図トレース
・図面についてのレクチャー、トレースに必要な製図の基本
的なルールの説明
・平面図をトレースする

平面図の描き方を復習する。

2時間

第6回

トレース課題１-２：断面図・立面図トレース
・図面についてのレクチャー、トレースに必要な製図の基本
的なルールの説明
・断面図をトレースする

断面図の描き方を復習する。

2時間

第7回

トレース課題１-３：立面図・展開図トレース
・図面についてのレクチャー、トレースに必要な製図の基本
的なルールの説明
・立面図と展開図をトレースする

立面図と展開図の描き方を復習する。

2時間

第8回

立体的な図面表現１－１：内観パース
・内観パースの描き方についてのレクチャー
・内観パースを描く

内観パースの描き方を復習する。

2時間

第9回

立体的な図面表現１－２：内観パース
・内観パースの描き方についてのレクチャー
・内観パースを描く

内観パースの描き方を復習する。

2時間

第10回

立体的な図面表現２ アイソメトリック図
・アイソノメトリック図、アクソメトリック図の描き方について
のレクチャー
・アイソノメトリック図を描く

アイソノメトリック図の描き方を復習する。

2時間

第11回

最終課題トレース１ レイアウト・平面図
・A2用紙に平面図、断面図、立面図、立体表現（パースまたはア
イソメ図）をレイアウトする
・平面図をトレースする

第14回で完成するようにトレースを進める。

2時間

第12回

最終課題トレース２ 断面図
・断面図をトレースする

第14回で完成するようにトレースを進める。

2時間

第13回

最終課題トレース３ 立面図・立体表現
・立面図、立体表現をトレースする

第14回で完成するようにトレースを進める。

2時間

第14回

最終課題トレース４ 添景 着彩
・添景や着色で図面を仕上げる
・進捗状況を個別に確認し、フィードバックを行います。終了
後１週間以内に作品提出（期末試験として評価する）

提出に向けて完成度を高める。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門研究１【FC】
髙木義隆
1年

開講時期

前期

単位数

1

講義

該当する
テレビ・映画・舞台・パフォーマンス・広告（CM)等の美術制作(全１4回）

実務経験の概要

授業概要
本研究は、広義の意味での舞台芸術において、衣装制作の観点から、他分野の職種との協働制作で舞台を作れる人材の育成を目的とする。舞台
芸術作品の解釈は様々で、解釈には解釈者が既知と認識する前提が反映されている。依って解釈者によって解釈の内容は異なる。その素地とな
る美術やデザイン、カルチャー等の知識を理解し、自分なりの解釈をもって、アイデアを具現化（デザイン画等）する為の技術的指導を行う。
（全14回）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

舞台芸術の表現の理解

作品に対する自分の考えをデザイン画で表
現し、相手に分かりやすく伝えることができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

舞台芸術制作に関する専門知識と分析

様々な舞台芸術の情報収集能力と分析能
力を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を発見し解決に導く力をもつ。

2 ．DP5.計画・立案力

目標を設定し、それを実現するために必
要な要素を抽出し、自身がそれに向けて行
動する道筋を策定することができる。

3 ．DP8.意思疎通

自身の意見を構築し、相手の意見を尊重しな
がら伝達を行うことで、自身の意見を相対
化し発展させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内作成課題

： 授業中に作成・提出する課題により、各回の学修の理解度を評価する。
70％

受講態度

： 各回授業への積極的参加や授業態度（受講マナーや私語、授業の妨げ）を総合的に評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日授業前後

場所：

東館、教室

567

4520

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス、講義の進め方、目標設定
・授業概要と進め方について
・舞台芸術研究授業の目的と目標
・舞台芸術研究を通じて身に付くスキル
・授業計画
・2回目の授業でディスカッションする内容の調査

第2回

舞台芸術の種類と職種
・様々な舞台表現とそこに関わる職種を指導
・脚本家、監督、舞台美術、ヘアメイク、音響、照明等
アニメーション制作の流れと職種を解説します。そこで、軸とな
る絵コンテがどのように制作されているかを学びます。

第3回

舞台の歴史
・古代、中世、近代、現代の舞台の変化や、その背景役割につい
て学びます
・歴史を辿りながら自分の描く世界観を作る

第4回

作品解釈と表現
・原作や脚本、演出が作品にどのように反映されるかを考える
・技術に意味を与え、「作品」として成立させるために必要な思
考の枠組みである「演出」の理論を学びます
・映像資料に即して、具体的に解説を行います。

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

第5回

デザイン画基礎①（ファッションデザインの基礎）
・ファッションデザインの基礎ー9頭身ボディのプロポーション
アナライズを学びます
・デッサンとファッションドローイングの違いを学びます
・ファッション業界におけるデザイン画を理解し、自分たちが舞
台衣装デザインを描く際に必要な要素を学びます
・参考映像を元に描いてみる

授業内課題を完成させる

4時間

第6回

デザイン画基礎②（ヌードボディ・ポーズバリエーション）
・舞台衣装は動きを必要としているため、静止画の表現だけでな
く様々なポーズのバリエーションを学びます。
・そこから自身の世界観で舞台衣装デザイン画を描けるように派
生させる

授業内課題を完成させる

4時間

第7回

デザイン画応用
・デザイン画基礎①②の応用で各自思い描く舞台衣装デザイ
ンを着装させて描く
・デティール（ドレープ・プリーツ・ギャザー）表現を学びます

授業内課題を完成させる

4時間

第8回

デザイン画展開
・描画材による効果の違い（絵具・インク・色鉛筆・パステ
ル等）
・技法別アーティストの紹介と実技を学びます

授業内課題を完成させる

4時間

第9回

コスチュームファッションの歴史①（中世ー近代）

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

授業中に指示されたWEBサイト、動画URL、参
考文献に積極的に触れ、学修の理解度を深め
てください。

4時間

振り返り

4時間

・中世から近代ベルエポック以降の市民社会のファッションニー
ズ拡大について学びます
第10回

コスチュームファッションの歴史②（日本ファッションの変
性）
・日本のファッションの変遷について 戦後~90年代に起こっ
たファッションの歴史背景から、舞台芸術に及ぼした影響を探る

第11回

コスチュームファッションの歴史③（短編／CMアニメーショ
ンの世界）
・2000年代以降のファッションの動向とこれからのファションに
ついて学びます
・CMの世界に舞台技術がどのように援用されているかを学びま
す。

第12回

映像作品と舞台芸術の比較
・映画やテレビの映像作品（カット割り）と全体性の違いや、工
夫を紹介します

第13回

商業作品と芸術作品の比較とキャリアの実際
・エンターテインメント分野と古典やコンテンポラリー分野の舞
台の違いについて学びます
・舞台業界業界に就職した後のキャリアの実際を紹介し、具体
的なキャリアプランの策定に寄与する知識を学びます。

第14回

舞台芸術研究のプレゼンテーション・講評
・プレゼンテーションを行った後、クラス内で合評。最後に教
員より講評を行う。
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価をルーブ
リックによって行う。
授業終了後１週間以内に課題作品を提出（期末試験として評価す
る）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究１【IP】
山中コ～ジ
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

自身が設立、運営している建築設計事務所での業務において、街づくり、場づくり、建築設計、家具デザイ
ンの提案を行っている。（全14回）

授業概要
建築インテリアデザイン全般について理解を深めることを主目的としたデザイン調査です。デザインに関わる諸施設の実地見学と分析結果を個
人またはグループとして発表。「デザイン」の現状をいくつかの事例に即して学ぶとともに、「デザインの広がり」を認識し、「デザインと
は何か」について多面的に考察できるようになることが望まれます。また発表内容には独自の観点やこれからの「デザインの可能性」について
も言及するようにし、今後社会に出てからも実践に移していけるようになることが望まれる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

インテリア・プロダクトデザインの思
考を深めていく上で基礎となる、デザイン事
例について調査し報告することができる。

・文章表現力：簡潔に要点をまとめ、伝える
ことが出来る。
・伝える能力：聞き手の理解を確かめなが
ら、対話を進めることが出来る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

分析力：情報を整理し、その関係性や本
質を明らかにできる。

2 ．DP6.行動・実践

情報収集力：必要な情報を判断し、収集する
ことが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
※原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
下記の評価の観点に基づいて、総合評価が60%を超えた場合に合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実地見学、実地調査における態度・姿 ： 他者に迷惑をかけず真摯に、ルールを守って実地見学、実地調査が行えているかによって評価。
勢
20％
分析考察における態度・姿勢
20％
期末試験評価

最終提出物
60％

： 対象について真摯に分析・考察が行えているか、且つ実地見学、実地調査以外にも自主的な調
査を行う等の姿勢がうかがえるかによって評価。
： デザインの事例に対して独自の観点を持って分析・考察出来ているか、収集した情報のポイン
トを踏まえて的確なプレゼンテーションがなされているかについて評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜紹介する

569

4521

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後１時間

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 連絡をとりたい場合はEメールにて(アドレス：yamanaka-k@osaka-seikei.ac.jp)アポイントをとること。Eメールには 氏
名と学籍番号を必ず入れること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 授業目標の確認
本講義の概要説明、自身の作品を基にしたレクチャーを行い、建
築、インテリア、家具における素材のあり方について講義形
式で行う。
次回実地調査に向けてグループ分け。

次回実地調査における調査項目をまとめる。

4時間

第2回

学外授業1：デザイン実地調査1（大阪ステーションシティ）
＃デザイン調査
大阪ステーションシティについてグループごとに特徴的なデザイ
ンの実地調査。
全体構成からサイン計画に至るまで総合的に情報を収集する。

大阪ステーションシティに関するデザイン調
査の整理。

4時間

第3回

学外授業1：デザイン実地調査2（グランフロント大阪））
（第2回と同日連続で行います）＃デザイン調査
グランフロント大阪についてグループごとに特徴的なデザイ
ンの実地調査。
全体構成からサイン計画に至るまで総合的に情報を収集する。

グランフロント大阪についてグループごと
に特徴的なデザインの実地調査。

4時間

第4回

デザインの分析と考察（大阪ステーションシティおよびグラン
フロント大阪）
調査場所から抽出・整理されたデザインに関する分析と考察。
パワーポイントにて発表用原稿を製作。

発表へ向けて引き続き準備。

4時間

第5回

大阪ステーションシティおよびグランフロント大阪に見られ
るデザインについて発表
グループごとに発表、講評。
各グループの発表について互いに意見交換を行う。

自分たちの発表内容の振り返りと他グルー
プの発表内容との相違のレポート作成。

4時間

第6回

学外授業2：実地見学１（竹中大工道具館）＃デザイン調査

竹中大工道具館に関する見学結果の整理と分
析、レポート作成。

4時間

デザインの歴史：竹中大工道具館
全体構成からサイン計画に至るまで総合的に情報を収集する。
第7回

学外授業2：実地見学１（竹中大工道具館）（第6回と同日連
続で行います）＃デザイン調査
デザインの歴史：竹中大工道具館
風土・文化から生まれた技術、道具について総合的に情報を収
集する。

竹中大工道具館に関する見学結果の整理と分
析、レポート作成。

4時間

第8回

学外授業3：実地見学２（conosaki osaka）＃デザイン調査

conosaki osakaに関する見学結果の整理と分
析、レポート作成。

4時間

インテリアデザイン：conosaki osakaにて素材と空間のあり方に
ついて現地レクチャーを行う。
第9回

学外授業3：実地見学２（conosaki osaka）（第8回と同日連
続で行います）＃デザイン調査
インテリアデザイン：conosaki osakaにて素材と空間のあり方に
ついて現地レクチャーを行う。
靱公園周辺のインテリア空間及び建築のサーベイ。

conosai osakaに関する見学結果の整理と分
析、レポート作成。

4時間

第10回

学外授業4：実地見学３（大阪くらしの今昔館）＃デザイン調査

大阪くらしの今昔館に関する見学結果の整
理と分析、レポート作成。

4時間

まちとデザイン：大阪くらしの今昔館
歴史と文化と暮らしに関して総合的に情報を収集する。
第11回

学外授業4：実地見学３（大阪くらしの今昔館）（第10回と同日
連続で行います）＃デザイン調査
まちとデザイン：大阪くらしの今昔館
歴史と文化と暮らしに関して総合的に情報を収集する。

大阪くらしの今昔館に関する見学結果の整
理と分析、レポート作成。

4時間

第12回

学外授業5：実地見学４（京都市京セラ美術館）＃デザイン調査

デザイン事務所に関する見学結果の整理と分
析、レポート作成。

4時間

リノベーションデザイン：京都市京セラ美術館の見学
1933年開館の公立美術館としては東京都美術館に次ぎ日本で二番
目に開館した美術館ですが、老朽化に伴い2020年にリノベーショ
ンを終え再オープンした美術館。
新旧の建築様式が混ざり合っており、意匠性と素材の違いなどに
ついて調査する。
第13回

学外授業5：実地見学４（京都市京セラ美術館）（第12回と同日
連続で行います）＃デザイン調査
リノベーションデザイン：京都市京セラ美術館の見学
1933年開館の公立美術館としては東京都美術館に次ぎ日本で二番
目に開館した美術館ですが、老朽化に伴い2020年にリノベーショ
ンを終え再オープンした美術館。
新旧の建築様式が混ざり合っており、意匠性と素材の違いなどに
ついて調査する。
実地見学2~5を踏まえて、デザインのあり方について考察
発表用パワーポイント作成

各実地見学結果を包括的に分析・考察。 発
表に向けて資料作成。

4時間

第14回

デザインの現状とそのあり方について最終発表

全体の振り返りを行う。

4時間

570

4521
実地見学を踏まえた考察を一人ずつ個別に発表。
それぞれの考察に対して意見交換を行い、より幅広い視野を共
有する。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に最終提出(期末試験として評価する)

571

4526

332

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【FC】
齋藤英樹
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。（全14回）

授業概要
オリジナルブランドの立ち上げを想定し、ブランド名・ブランドコンセプトの立案・商品企画・MD・販売手法までの一連の流れを理解し知
識を習得します。いくつかのブランド事例を分析・研究し、他者にはない自身の強みを把握することでオリジナリティのあるブランドを創出し
ます。実際にブランド名・コンセプト・だけでなく、ターゲット選定・販売方法なども加味した実践的なオリジナルブランド計画を作
成し、ポートフォリオに纏めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実在するショップの課題、改善策を導きだ
し分析する。

ブランド運営に於ける情報収集能力と分析能
力を身に付けることができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

オリジナルブランドの企画を立案する知
識や技術を身につけ、作品制作に応用す
る。市場の動向を分析し、課題解決策を提
案する。

マーチャンダイジング業務を理解し、オリジ
ナルブランドへと展開できる力を身につける
ことができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を発見し解決に導く力をもつ

2 ．DP5.計画・立案力

ブランド企画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてることができる。トレン
ドや市場を理解・分析し応用できる。

3 ．DP7.完遂

期限のある中で作業を行い計画立てた進行が
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題提出

： レポートの提出の有無、授業内に指示された課題に則って制作されているかを評価する。
40％

授業内課題２

： オリジナルブランド企画書の完成度で評価する。
40％

受講態度

： 各回授業への積極的参加や授業態度（受講マナーや私語、授業の妨げ）を総合的に評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
本授業は専門基幹演習２と連動しています。各々の授業の成果物が形を進化させ服になっていきます。各授業での習得しなければいけない技
術、知識はもちろんのこと、デザインに対しての発想力や企画力もあわせて学んでいきます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜

場所：

東館研究室

10:30～12:10

備考・注意事項： 授業終了外での製作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明
・授業概要と進行説明
・専門研究2の目的と目標
・専門研究2で身につくスキル
・次回調査対象の事前調査

課題に対する事前調査

2時間

第2回

ブランドとは何か

ファッションブランドについて事前調
査(ショップリサーチ）

2時間

企業の商品の特徴をレポート完成。 次回の授
業の際に発表。

2時間

・既存ブランドを参考にブランドについて説明
・ブランドの作り方について説明
・既存ブランドの調査
第3回

ブランド調査の発表、オリジナルブランド設立準備
・既存ブランドについて調査研究したい内容の発表
・現在のアパレル業界の置かれている状況や問題点などのディス
カッション
・オリジナルブランド立ち上げに向けた準備

第4回

コンセプトつくり
・ブランドコンセプトの説明
・市場、ターゲットなどを分析
・オリジナルブランドのコンセプトメイキング
・ブランドロゴの作成
・商品企画の考察、素材の選定

デザインの創出

2時間

第5回

デザインとは何か
・デザインについての説明
・事前のコンセプトに基づいた企画のアイディア出し

各自ブランド設立に向けて材料収集

2時間

第6回

課題製作①
・オリジナルブランドロゴ、コンセプトの作成
・オリジナルブランドの商品企画
・企画内容の大枠をまとめる（ラフ案、素材、ターゲット、上
代など）

発表会の準備

2時間

第7回

中間発表
・オリジナルブランドラフ案の発表
・質疑応答
・合評と教員からの講評

課題の修正

2時間

第8回

オリジナルブランド企画①商品構成の検討
・シーズンの決定
・ブランドコンセプト、市場、ターゲットに基づいた企画構成
・商品企画をする事前調査、分析

商品構成を固める

2時間

第9回

オリジナルブランド企画② 生産枚数・上代設定
・情報収集したアイデアを基に商品企画
・商品構成
・企画に準じた素材、付属、プライスの設定
・プレゼンテーションに向けたスケジュール設定
・オリジナルブランドで発表する商品企画を考察（7-10品番）
・オリジナルブランドで発表する商品企画のイメージとまとめる

ポートフォリオ作成に向けた準備

2時間

第10回

オリジナルブランド企画③ブランド名・コンセプトの決定・発
表
・中間発表からの修正・追加内容をふまえ、ブランド名、コンセ
プト、イメージビジュアルを発表
・プレゼンテーション、ポートフォリオの企画資料制作

作業の続行

2時間

第11回

オリジナルブランド制作④ デザイン概要のまとめ
・オリジナルブランドで発表する商品企画の概要をまとめる

制作活動の継続

2時間

第12回

オリジナルブランド制作⑤ポートフォリオ
・プレゼンテーションに向けた企画書の作成
・ポートフォリオの制作

制作活動の継続

2時間

第13回

プレゼンテーションに向けた最終調整

企画書作成しプレゼンテーションに向けて準
備。

2時間

プレゼンテーションの振り返り

2時間

・プレゼン内容・資料を教員が確認
・教員からの講評とアドバイス
・プレゼンテーションに向けた資料のブラッシュアップ
第14回

オリジナルブランドのプレゼンテーション・講評
プレゼンテーションを行った後、全員で合評。最後に教員より講
評を行う。
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行う。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【IP】
深水浩
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

一級建築士として建築計画・建築設計に従事。DOCOMOMO正会員、NPO法人EDEN副理事として建築の保存活用計
画に従事。

授業概要
建築がどのように思考・計画されているのかを読み解き考える。また客観的、社会的に見た建築計画の価値を理解し、建築計画に必要な専門
的な技術、知識、理論、方法を、実例を通して学ぶ。さらに建築計画に関わる広範な領域への興味を拡張するために、建築計画にまつわ
る様々な社会動向の背景を学ぶ。講義は「建築計画の役割」「建築計画の動向」「建築計画の発想と方法論」「建築計画領域の特殊性」「建築
計画の原点」について行われ、今後の作品制作へと生かされることが期待される。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

建築計画にまつわる社会的背景、社会的動
向の理解

建築計画にまつわる社会背景、動
向を学び、社会的な価値を理解できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

建築計画に関する横断的知識、スキルの理解

建築計画の概念を横断的に学び、専門知
識やスキルの汎用性を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

建築計画の社会的な価値を理解し、活用する
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行う。これによって学
生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができる。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
欠席が多く、講義内演習、講義レポートが未提出になると成績評価に換算される点数が獲得できないので注意すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組み状況
40％
期末試験評価

： 授業内での質問や発表の姿勢、また講義内演習、講義レポートの成果や質問、疑問の提示につい
て、その積極性を評価する。
： 環境デザインに関わる授業内容の把握度、そこから獲得されるべき思考力を評価する。

60％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

深水浩

・

出版社

図説やさしい建築計画

・ 学芸出版社

参考文献等
デザインのデザイン／原研哉

岩波書店

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１コマ2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日5限

場所：

東館研究室

15:00-15:30

574

出版年
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2021 年
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備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合はメールにて受け付けます。 メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授
業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

建築計画とは／居住(1)
建築計画について
戸建て住宅の計画について

第2回

居住(2)
集合住宅の計画について

「戸建て住宅」に関する自己学習と制作活
動への活用。

4時間

「集合住宅」に関する自己学習と制作活動へ
の活用。

4時間

第3回

演習(1)
戸建て住宅の計画第1回

戸建て住宅の計画を進める。

4時間

第4回

演習(2)
戸建て住宅の計画第２回

戸建て住宅の計画を完成させる。

4時間

第5回

教育

「教育」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「図書」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「展示」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「芸能」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「業務」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「宿泊」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「医療・福祉」に関する自己学習と制作活
動への活用。

4時間

「販売・飲食」に関する自己学習と制作活
動への活用。

4時間

「改修」に関する自己学習と制作活動への活
用。

4時間

「建築計画に求められていること」に関す
る自己学習と制作活動への活用。

4時間

学校の計画について
幼稚園・保育所の計画について
第6回

図書
図書館について

第7回

展示
美術館・博物館の計画について

第8回

芸能
劇場・ホールの計画について

第9回

業務
事務所ビルの計画について

第10回

宿泊
宿泊施設の計画について

第11回

医療・福祉
医療施設の計画について
高齢者福祉施設等の計画について

第12回

販売・飲食
商業施設の計画について

第13回

改修
リノベーションについて

第14回

総括 建築計画に求められていること
建築計画の最新動向と将来の展望について
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学習成果の可
視化
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門研究３【FC】
川上須賀代
2年

開講時期

後期

単位数

1

講義

該当する
オリジナルブランドの商品企画・製造販売（全14回）

実務経験の概要

授業概要
世界で活躍するファッションデザイナーの研究します。ファッションの歴史と共に、デザインされた作品から見えてくる背景を探ります。ま
た、現代社会におけるクリエイティブ業界で活躍し、高い支持や評価を得ている外部講師（クリエイター、デザイナー、）招き、業界情報やク
リエイターとしての活動の様子（仕事）について、講義をしていただきます。学生自身が近い将来、社会人として、またクリエイターとし
て世の中で働くことを思い描き、職業としての幅広い分野や業界を認識し、知見を拡大することで、自身の将来の目標設定に役立てます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

異なる観点から見て、アイデ
アを深く掘り下げて考えていく授業を実施し
ます。ファッションデザインにおける専門知
識を理解し、プロのクリエイターの仕事につ
いて知見を深める。

社会で活躍する様々なクリエイターから直接
話を聞いたり、質疑・応答を通うじて、知
識を向上させ自分の進路の参考にできる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ファッションデザインのあり方について考
察し、幅広く色々な角度からアイデアを発
想する

ファッションデザインの社会への役割につい
て論じる事ができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会で活躍する諸先輩の仕事や活動、思考に
ついて知見を深め、自己に照らし合わせるこ
とで、自己目標や課題の発見に繋げる。

2 ．DP5.計画・立案力

多くの知識を参考に、今後の大学生活や人生
計画について考察する。

学外連携学修
有り

(連携先：社会で活躍するクリエイター)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・その他(以下に概要を記述)
講義後に、必ずゲストとの質疑応答の時間を計画し、知見や理解を深めます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内質疑・応答
10％
授業内課題（授業振り返りレポート）
70％
受講態度

： ゲスト講師に対して、積極的なコミュニケーションを期待します。社会で活躍するクリエイターと
の貴重なコミュニケーションの機会をどれだけ有意義なものにできるかを見ます
： 毎回の授業に関して、個々に振り返りをおこない、自分が何を思い、考えたのかを、今後の自
分の目標・計画含めて自由にレポートを作成する
： 授業への積極的参加や授業態度（受講マナーや私語、授業の妨げ）を総合的に評価する

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業で指示する
ゲスト講師が作成・準備する、紹介資料。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
各講義で学修したことについて、独自に復習や調べをおこない、さらに理解を深める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

東館研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス、評価方法の説明、特別講師の紹介
・授業の進め方、養うべき力と到達目標を説明する。
・本授業に参加する3名の特別講師の経歴や活動を紹介する。
・ファッション論（ファッションとは何か・デザインとは何か
を論じます）
・ファッションに対する制限
・戦後のファッションと社会変化

第2回

デザイナー研究①（ジャン＝ミシェルバスキア）
・世界的有名なジャン＝ミシェルバスキアについて論じます
・デザインの社会的役割について考えます
・アーティストの発想・創作方法を探ります
・アイデア発想に必要なことを論じます
・アイデアの構築（ラフデザイン画）

第3回

ファッションデザイナー研究②（川久保玲）
・世界的有名なデザイナーについて論じます
・デザインの社会的役割について考えます
・ファッションデザイナーの作り手と、消費者の立場か
ら考え、デザインの発想についてディスカッションします。
・デザイナーの発想・創作方法を探ります
・アイデアの構築（ラフデザイン画）

第4回

ファッションデザイナー研究③（山本耀司）
・世界的有名なデザイナーについて論じます
・デザインの社会的役割について考えます
・ファッションデザイナーの作り手と、消費者の立場か
ら考え、デザインの発想についてディスカッションします。
・デザイナーの発想・創作方法を探ります
・アイデアの構築（ラフデザイン画）

第5回

特別講師-１
＜クリエイターの経歴＞
特別講師の経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会で
の活躍内容の紹介（10分）

授業で取り上げたデザイナーのうち１人
選び調べておく

4時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

4時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

4時間

特別講師についてインターネット、雑誌
等で事前調査をする。特別講師に対して聞い
てみたいこと質問事項を文章でまとめる。

4時間

特別講師についてインターネット、雑誌
等で事前調査をする。特別講師に対して聞い
てみたいこと質問事項を文章でまとめる。

4時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

4時間

＜クリエイターの仕事＞
今まで制作している作品のメーキングから制作時の課題や専門
職として必要な資質や素養をお話しいただく（50分）
＜クリエイターとのコミュニケーション＞
①貴重な機会を活かして、積極的に質疑応答をおこなう（20分）
②本授業での学びをレポート作成し提出する（20分）
第6回

特別講師-２
＜クリエイターの経歴＞
特別講師の経歴、今までの活動、作品の紹介などを含めた社会で
の活躍内容の紹介（10分）
＜クリエイターの仕事＞
今まで制作している作品のメーキングから制作時の課題や専門
職として必要な資質や素養をお話しいただく（50分）
＜クリエイターとのコミュニケーション＞
①貴重な機会を活かして、積極的に質疑応答をおこなう（20分）
②本授業での学びをレポート作成し提出する（20分）

第7回

ファッションデザイナー研究④（中間発表会の準備）
・ここまで授業内で説明したアーティスト・デザイナーの中か
ら興味を持ったアーティスト・デザイナーを一人選び中間発
表に向けて準備します。
・パワーポイントと発表資料を作成します。

各自で中間発表の準備

4時間

第8回

ファッションデザイナー研究⑤（中間発表会）
・研究するデザイナーを選び、パワーポイントを用いて発
表し、質疑応答します。
・他の人の発表に対するコメントを記入し提出。

各自で中間発表の振り返りを行う

4時間

第9回

ファッションデザイナー研究⑥（オートクチュールデザイ
ナー）
・世界的有名なオートクチュールデザイナーについて論じます
・オートクチュールとは
・オートクチュールの始まり
・ファッションデザイナーという職業の始まりについて
・ファッションデザイナーの作り手と、消費者の立場か
ら考え、デザインの発想についてディスカッションします。
・デザイナーの発想・創作方法を探ります
・アイデアの構築（ラフデザイン画）

チームプレゼンテーションに向けてデザイ
ナー研究を行う

4時間

第10回

オートクチュール衣装見学（学外授業）
京都服飾文化財団に、オートクチュール衣装見学にいく。衣
装の解説すると共に、デザインの発想方法や縫製方法を解説す
る。

授業内で解説した内容をまとめる

4時間

第11回

ファッションデザイナー研究⑦（チームプレゼンテーション準
備）

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探求する。

4時間
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・第9回・10回目の授業内で紹介したオートクチュールデザイ
ナー達の中から一人選び、デザイナーの活動や、デザイン発
想・創作方法を研究しパワーポイントに纏める。
第12回

ファッションデザイナー研究⑦（チームプレゼンテーション）
・研究するデザイナーを選び、パワーポイントを用いて発
表し、質疑応答します。
・他の人の発表に対するコメントを記入し提出。

講義内容を復習し、レポートを完成させる

4時間

第13回

期末発表会に向けて研究①（研究するデザイナーを選ぶ）
ここまで研究した日本人デザイナー・世界的に活躍するデザイ
ナーの中から一人選んで、研究資料を作成する。
・パワーポイントを作成し、発表の準備を行う。

最終プレゼンに向けた準備

4時間

第14回

プレゼンテーション・講評

授業を振り返り、レポート及び資料を整理し
ておく

4時間

・デザイン画の発表とプレゼンテーション
・本授業での学びをフィードバックシートに記入し提出する
・最終授業回として、ルーブリックシートを活用し、全授
業を振り返り、成果を確認する
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門研究３【IP】
竹口健太郎
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
建築設計事務所を主催し、デジタルデザインを用いて、建築の計画、設計、工事監理を行ってきた。

実務経験の概要

授業概要
デザインの過程で、近年、デジタルデバイスを介さずに過ごすことはできない。ただ、デジタルデザインといっても、アナログで制作したもの
にデザタル処理を施すことや、始まりから、立体思考で、ものを考えることなど、幅が広い。そのようなデジタルスキルを広く、総覧し
た上で、実際の課題に取り組みながら、様々なデジタルデザインの手法や、効果を学びプレゼンテーションをまとめる力をつけていく。 キー
ワード；立体性、透明素材、レイヤー、アクソノメトリック、アルゴリズム、ラスターデータ、ベクトルデータ、アニメーション、ダイアグラ
ム

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

デジタルデザインの一般知識をみにつける

設計制作課題において、デジタルデザイ
ンを有効利用することができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

プレゼンテーションのスキルを学ぶ。

デジタルデザインを経なければ成し得ない設
計手法やポートフォリオ制作の技術を学ぶこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

デジタルとアナログの違いを学び、デジタ
ル表現の技術を見つけ出すことができる

2 ．DP5.計画・立案力

スケジュールを立て、成果をまとめていく練
習ができる

3 ．DP6.行動・実践

デジタルでしか成し得ない技術を学び、効率
的に表現力、編集力をあげることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定2/3回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品のクオリティー

： 提出された作品について、内容の適切さやプレゼンテーションの技術ついて評価する
50％

課題に対する理解と取り組み状況

： 授業の理解度と取り組み態度について評価する
30％

プレゼンテーション

： 表現力を評価する
10％

総合課題

： 授業全体を振り返り、総合的にプレゼンテーションの能力が身についているか評価する
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後２０分程度

場所：

教室

備考・注意事項： 授業内で指示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デジタルデザインの基本

デジタルデザインの事例を収集するレポー
ト課題を出題します

4時間

事例のレファレンスを集めるレポート課
題を出題します

4時間

画像を扱い、印刷物の原理を学ぶ課題を出
題します

4時間

写真の編集について、ポスター課題を出題し
ます.

4時間

プレゼンテーションリサーチ課題を出題しま
す.

4時間

プレゼンテーションリサーチ課題を出題しま
す.

4時間

プレゼンテーション作成比較課題を出題しま
す.

4時間

３DCADについて、造形(モデリング)

モデリングの演習課題を出題します.

4時間

ダイアグラム

ダイアグラム描画課題を出題します.

4時間

用語の定義や事例紹介
第2回

デジタルデザイン応用
コンピュータを活用してデザインされたプレゼンテーションの事
例の紹介と解説

第3回

画像編集ソフトについて1 ピクセル、解像度、印刷について
画像処理のコマンド、アルゴリズムの解説

第4回

画像編集課題
写真の加工を中心としてその加工効果について考察する課
題に取り組む

第5回

デジタルデザインの応用 ベクトルデータとラスターデータ
ポスター制作、言葉と概念図

第6回

プレゼンテーション課題
プレゼンテーション方法について解説および演習

第7回

デジタル演習課題

１-1

画像処理

明度、コントラスト

プレゼンテーション方法について解説および演習２
第8回

デジタル演習課題
モデリングの入門

２-1

第9回

デジタル演習課題 ２-2
制作意図を図で説明する

第10回

デジタル演習課題 ３-1 プレゼンテーション データの互換
性 レイアウトについて
アクソノメトリックの描画や立体造形についてのプレゼンテー
ション

アクソノメトリック描画課題を出題します.

4時間

第11回

総合演習１-1 ラスターデータを用いて
デジタルデザインを用いる総合的な課題に取り組む

線画の演習課題を出題します.

4時間

第12回

総合演習１-2 ラスターデータを用いて
デジタルデザインを用いる総合的な課題に取り組む２

面画の演習課題を出題します.

4時間

第13回

総合演習２-1 ベクトルデータを用いて
プレゼンテーションシートを総合的に再編集

プレゼン総合課題１

4時間

第14回

総合演習２-２

授業終了後、最終成果物を提出（期末試験と
して評価します）

4時間

ベクトルデータを用いて

プレゼンテーションシートを総合的に再編集２
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習１【FC】
室田泉
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「身体と空間をつなぐテキスタイル」
ファッションを学ぶあたり身近である環境デザインとして「布（衣服）」を通し、空間での身体を意識し関係性と表現を探ります。各自のイ
メージを服にするために、数種類のテキスタイルをシルクスクリーンプリントで制作し空間や場所との関係性を探っていきます。
テキスタイル素材を作るために必要不可欠なシルクスクリーンプリント技法の習得とデザインとはどのように設計していくのかを学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

シルクスクリーンプリント技法に関する知識

タピストリータイプの作品が制作出来る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

様々な環境で用いられるテキスタイルの知識

様々な環境の下におけるテキスタイ
ルの見え方感じ方を認識出来る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

身の回りに活用されているテキスタイルを認
識し自分のデザイン案へ進行できる

2 ．DP5.計画・立案力

リサーチ結果をベースに自分のデザイ
ン案を確立することができる。

3 ．DP6.行動・実践

デザイン案を具体化するための素材や図
柄を制作しプリント制作が行える。

4 ．DP7.完遂

完成した作品の活用方法、空間の中で
の見せ方を作品とともにプレゼンテーショ
ンできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

リサーチブック、プリントデザイン画
20％
タピストリー
40％
プレゼンテーション

： 身の回りの環境や実際に使用されているテキスタイルをどれだけリサーチできているか。リサー
チの結果から自分の提案するテキスタイルがオリジナリティを持っているか。
： シルクスクリーン技法をマスターし、制作物に反映しているか。タピストリーとしてきれいな仕
上がりをみせているか。
： 作品とともに提案が明確にできているか。

10％
期末試験評価、作品提出
30％

： 専門性の基礎力としての技術、知識が身に付いているか、オリジナリティ、表現力を作品ととも
に評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等

581

4536
テキスト：無し
参考文献：無し

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
本科目は、テキスタイル制作をするために重要な技法「シルクスクリーンプリント」の習得と、空間、身体の関係性を学ぶ授業です。授業時
間だけでなく、リサーチや下図、デザインの作業を行う必要があります。この授業で必ず、技法をマスターし、制作のリズムを身につけてくだ
さい。
また、作品を商品として展開することにチャレンジして行きます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜10：30～12：40

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 質問は授業前後に受け付けます。
水曜日、金曜日に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：授業について空間認識について
服を着る、そして出かける。日常当たり前のことであるが、そ
の服が映える場所、空間が必ずあります。また、着用する目的も
あります。ある空間を探し、その空間でしか成立しないモ
ノを探ります。

写真のリサーチ

4時間

第2回

設定した空間、場所のリサーチ
選んだ場所を時間をかけ、細部までをリサーチする
写真を撮る、フロッタージュをする、スケッチをするなどを行う

資料のまとめ

4時間

第3回

客観的な視点
自分がリサーチした場所に関するプレゼンテーションを行い、客
観的な意見を取り入れ、再考する。

資料の追加作業

4時間

第4回

与えられた材料を駆使する
数本の棒、３mの素材を材料として使用。
空間でそれらを用いて、インスターレーションを構成する。

インスターレーションの記録

4時間

第5回

シルクスクリーンプリントの導入
テキスタイル制作の基礎となるシルクスクリーンプリント技
法の導入
紗張り作業
プリントの図柄を作成

プリント図案の制作

4時間

第6回

製版の導入
図案を完成させ、製版方法を習得
実際に各自のデザインを製版します。

素材の準備と版の保管

4時間

第7回

プリント制作
樹脂顔料を用い、選んだ素材にプリントします。

連続模様の制作

4時間

第8回

デザイン画の完成
プリント柄のつくり方として基礎となるリピート法を学びます。
また、ここまでの授業を振り返り、中間ルーブリックの実
施し、各自の習得した内容を認識します。

連続模様の制作続行

4時間

第9回

連続模様の完成～デザイン画の制作
完成したリピートデザインをベースに、アイテムのデザイ
ン画を制作します。
写真をトレースし、そこにリピートデザインをはめ込んで、完成
予想をたてます。

デザイン画修正

4時間

第10回

モノクローム化から製版へ
リピートデザインから版下原稿を制作します。
また、製版に必要な紗張り作業等を行います。

原稿制作続行

製版準備

4時間

第11回

製版からテストプリント
原稿を製版し、連続模様が１m程度の生地にテストプリントす
る。

テストプリント（配色）

4時間

第12回

プリント制作
３m程度の布にスクリーンプリントで作業をおこないます。

プリント作業続行～終了

4時間

第13回

インスターレーションへの展開
プリントの仕上がった、布を用いて前回完成したインスターレー
ションを再度構成する。

撮影と記録

4時間

第14回

作品講評と課題点を見つける
白生地のインスターレーションとプリントのインスターれショ
ンでの違いは何か、その場で成立はされているのか、応用はでき
るのかを考察する
制作物、デザイン画を用いプレゼンテーションを行います、。
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）

提出物の準備

4時間

582

4537

331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習１【IP】
根津武彦
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
建築家・インテリアデザイナーとして照明・空間のデザインに従事。（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
インテリア、プロダクトデザインの基礎演習として、光や空間といった"実体のないもの”をデザインの対象として扱う。捉えにくい現象ではあ
るが、素材の様々な加工と通して、光や空間が実体化されることを体験することで、専門デザインの特性を理解することが目的となる。さらに
この課題を通してデザインプロセスを身につける。「課題に関連する情報を調べるリサーチ」「最善案を考えるデザインスタディ」「よ
り良いデザインへと発展させるブラッシュアップ 」といった過程を経て、最終的に一つの作品を作りあげる。
照明課題では、ケント紙、トレーシングペーパーなどの紙を自分なりに加工して、照明スタンドのシェードをデザイン、制作する。
東屋課題では、２、3人が過ごせる公園の小さな休憩スペース東屋をデザインする。東屋がつくられる場所と過ごし方を具体的に想定し、縮
尺1/20の模型を制作する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

空間、プロダクトデザインの作法

空間（建築デザイン、プロダクトデザイ
ン）のプロセスを体得できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自身の意図を立体作品として表現できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題への取組み状況

： 授業内および時間外学習の成果を評価（15回×4％）。
60％

照明課題：講評会の提出
20％
期末試験評価
出

東屋課題：講評会の提
20％

： 提出物：実物制作と実践。実際にグループでグッズを利用しながらプレゼンパネルA3(タイト
ル、コンセプト、モデル写真／イラストレーターで作成）を用いてプレゼンをおこなう。
： 提出物：プレゼンパネルA3(タイトル、コンセプト、モデル写真／イラストレーターで作
成）及び模型スケール1/20を提出とプレゼンテーションをおこなう。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ

583

4537
本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学習時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業までに草案を練り上げてくること。
各課題は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合は、メールにて受け付けます。
メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

照明エスキース１：課題説明

デザインスタディ１（案１）

第一課題「照明」の課題趣旨説明。
制作キーワードをヒントに、アイデアをスタディモデルで表現す
る。
第2回

照明エスキース２：デザインスタディ２（案２）
制作キーワードをヒントに、アイデアをスタディモデルで表現す
る。

照明スタディモデル１を完成させる。照明リ
サーチをアーカイブにまとめる。

2時間

照明スタディモデル２を完成させる。照明リ
サーチをアーカイブにまとめる。

2時間

第3回

照明プレゼン１：デザインブラッシュアップ １
２つのスタディモデルのアイデア、デザインを一つ
に絞り込み、ファイナルモデルの制作に取り組む。

照明ファイナルモデルの制作。

2時間

第4回

照明プレゼン２：デザインブラッシュアップ ２
ファイナルモデルの制作に取り組む。

照明ファイナルモデルを完成させる。

2時間

第5回

学外授業：椅子展見学 プロダクトデザイナーによる特別講義
２年生前期専門展開演習2の成果発表として開催される椅子
展の見学およびプロダクトデザイナーによる特別講義の聴講。

椅子展についての感想レポート提出。

2時間

第6回

照明プレゼン３：写真撮影
ファイナルモデルをスタジオで撮影する。一眼レフカメラライセ
ンス、撮影スタジオライセンスの講習・取得

プレゼンテーションパネルを完成させる。

2時間

第7回

照明プレゼン４：講評会
プレゼンテーションパネルA3(タイトル、コンセプト、モデル写
真／イラストレーターで作成）、ファイナルモデルS=1/1を使っ
て発表を行い、講評を受ける。
中間ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）

作品をポートフォリオにまとめる。

2時間

第8回

学外授業：課題説明 敷地調査
第二課題「東屋」の課題趣旨説明。
万博記念公園にて調査を行い、東屋を建てる敷地を選択する。

敷地調査の内容をレポートにまとめる。

2時間

第9回

東屋エスキース1：課題説明

東屋スタディモデル１を完成させる。東屋リ
サーチをアーカイブにまとめる。

2時間

東屋スタディモデル２を完成させる。東屋リ
サーチをアーカイブにまとめる。

2時間

デザインスタディ（案１）

制作キーワードをヒントに、アイデアをスタディモデルで表現す
る。
第10回

東屋エスキース２：デザインスタディ２（案２）
制作キーワードをヒントに、アイデアをスタディモデルで表現す
る。

第11回

東屋プレゼン１：デザインブラッシュアップ １
２つのスタディモデルのアイデア、デザインを一つ
に絞り込み、ファイナルモデルの制作に取り組む。

東屋ファイナルモデルの制作。

2時間

第12回

東屋プレゼン２：デザインブラッシュアップ２
ファイナルモデルの制作に取り組む。

照明ファイナルモデルを完成させる。

2時間

第13回

東屋プレゼン３：写真撮影
ファイナルモデルを屋外で撮影する。

プレゼンテーションパネルを完成させる。

2時間

第14回

東屋プレゼン４：講評会
プレゼンテーションパネルA3（タイトル、コンセプト、モデル写
真／イラストレーターで作成）、ファイナルモデル
S=1/20を使って発表を行い、講評を受ける。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)

作品をポートフォリオにまとめる。

2時間

584

4541

331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【FC】
齋藤英樹
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。（全14回）

授業概要
本講義では衣服を製作するうえで重要な基礎知識を学びます。洋服は複数のパーツで構成されています。そのため、洋服を製作するには ま
ず基本的構造を理解し、洋服はどうやって作られているのか、なぜそのデザインになったのかを実際に解剖し、研究します。形、素材、仕様な
ど服の持つ要素を細かく分解し、作り手の意図を読み解き、理解し、知識を蓄積して自身の創作に役立てます。また、自分が得た理解や知識を
しっかりと他者に伝えられるようにすることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

パターン作成における製図用語・記号など
の基礎知識を理解し、シャツの構造を習得。

現物を分解し、デザインに応じた縫製技
術の理解ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

形、素材、仕様など服の持つ要素を細かく分
解し、作り手の意図を読み解き、デザイン発
想を習得する。

シャツを作るために必要なパーツや資材まで
を理解する事ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各アイテムが、どのように構成されているか
を理解し、シャツに必要なパーツのパター
ンを理解する事ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題に必要な作業を見極め、制作の計
画を立てられる。

3 ．DP6.行動・実践

分解したパーツや仕様、デザイン制作まで
のトータルな流れを遂行できる。

4 ．DP7.完遂

ブックを完成させ、プレゼンテーションでき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題１（製図ノート）

： 基礎的なパターン展開力、スカート、ブラウス、パンツのパターンの完成度で評価する。
25％

授業内課題２（トワル組み）

： デザイン画のもとにパターンが作成されているか、トワル組みの完成度、理解度で評価する。
15％

縫製技術

： 仕上げ技術としての縫製のレベルを評価する。
40％

期末試験評価、作品提出

： 課題作品の構成理解度、完成度で評価する。
20％

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

文化服装学院編

・

出版社

文化ファッション大系 服飾造
形講座１服飾造形の基礎

出版年

・ 文化出版局

・

2015 年

参考文献等
適宜授業内で指示。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の演習科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業時間外での制作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明、洋服を知る
・授業概要と進行説明
・専門展開演習1の目的と目標
・専門展開演習1で身につくスキル
・洋服が出来上がるまでの工程やそこに関わる産業の講義
・ジャケットというアイテムの説明
・実際にジャケットを用意し、どういった作りなのか実物を見な
がら説明を行い、確認

ジャケットリサーチ

4時間

第2回

ジャケット仕様について
・用意したジャケットを解体していく
・解体の方法を学ぶ

作業の続行

4時間

第3回

デザイン・仕様の研究 ①パーツの確認
・ジャケットの解体を進めながら、裏地の必要性を学ぶ

作業の続行

4時間

第4回

デザイン・仕様の研究 ①デザインや仕様の確認
ジャケットの構造・機能性等の基礎について学ぶ。
・素材やデザイン、ポケットやボタンなどの仕様を確認する
・アイテムに適した服資材の選び方を学ぶ

全パーツの解体を終える

4時間

第5回

ジャケットデザインのパターン展開１
・実際の型紙に触れながら、パーツの説明を行う。
・どういったパーツでジャケットが作られているのかを理解する

ジャケットパターンの理解

4時間

第6回

ジャケットのデザイン、仕様を理解する
・ジャケットを構成する要素を一つづつ拾い上げ、分析・アイテ
ム説明図として資料作成
・自身の調べたジャケットの製品概要を説明する資料作成

プレゼンテーション準備

4時間

第7回

プレゼンテーション
・各自プレゼンテーション
・合評と教員からの講評

プレゼンテーション振り返り

4時間

第8回

シャツの研究・分析
・台襟付きのシャツを用いて、見頃のダーツ移動と消去の原
理を理解し、さまざまなデザインのパターンに発展出来ること
を学ぶ。
中間ルーブリック判定；授業の進行状況をルーブリックをもと
に自己評価し、教師からアドバイスを受けます。

台襟付きシャツについてリサーチの続行

4時間

第9回

シャツの解体
・実際にシャツを解き、パーツごとに分解、パーツの構造の理
解をする

シャツの解体を終える

4時間

第10回

分解したパーツを知る
・素材・縫製・パーツの形などを分析・研究
・仕様の意図を説明し、理解する。

解剖図の準備

4時間

第11回

解剖図の作成①解剖図の作成準備
・分解したパーツと仕様などを1枚の用紙にまとめ、解剖図を作
成する準備
・生地の裁断方法や芯貼りの基礎知識を学ぶ。

まとめ作業の続行

4時間

第12回

解剖図の作成②解剖図の作成
・プレゼンテーション用の解剖図の作成

作業の続行

4時間

第13回

ブック作成
・解剖したシャツのパーツや仕様、デザインなどをまとめたブッ
ク作成

作業の続行

4時間

第14回

プレゼンテーションとブック提出
・各自プレゼンテーション
・合評と教員からの講評
・期末ルーブリック判定（課題への取り組みの自己評価をルーブ
リックによって行う。）
・プレゼン資料をブックにまとめて提出

振り返り

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習１【IP】
赤西信哉
1年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

プロダクトデザイナーとして商品開発を行っている経験を活かし、プロダクトモデル作成のスキルについて指
導する。（全１4回）

授業概要
プロダクト製品を発想していくためには、まず素材と加工技術について熟知する必要がある。この演習では大きく二つの素材の特性について理
解しながら、プロダクトモデル作成に必要な「カービングスキル」「モデリングスキル」を身につける。さらに、同じ製品を数多く生産す
る「量産」へと展開するための、「型取り、複製」という行程を体験し、プロダクト製品の生産に対する知識、ノウハウを理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

プロダクト製品の生産技術に関する知識

「型取り」による複製技術のノウハウを理
解することができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

モデリング、カービングによる造形修練と実
践

粘土を使ったモデリングや、木材のカービン
グ技術によって、巧みな造形を高い完成
度で作り出すことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締め切りを守りながら進捗する。

2 ．DP7.完遂

求められる以上のクオリティを目指した前
向きな姿勢で課題を完成させることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の最終段階においてルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行いま
す。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめて
いきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄
とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組状況
30％
技術習得状況
30％
期末試験評価

完成作品

： 実習課題内の2行程、それぞれの締め切りにあわせて進捗できているかを評価す
る。(15点×2回＝30点）
： それぞれの技術習熟度、成果物の完成度について評価する。 (15点×2
回＝30点）
： 実習課題内の４行程目の技術習熟度とともに、成果物の完成度、独自性について評価する。

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「もの」はどのようにつくられているのか？ ―プロダクトデザインのプロセス事典
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
授業導入時に行う「造形ファクトリーライセンス講習」に参加し、ライセンスを修得することを求めます。
上記授業時に欠席した場合は翌週までに、個々にライセンス講習を申込み修得すること。
大型機械を使用する作業があります。安全確保のため、作業時は教員・造形ファクトリースタッフの指示に従い、作業に適した服装で授
業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業以外で質問がある場合はメールにて受け付けます。
メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス 授業目標の明示、課題説明
授業構成、評価方法、スケジュールの確認をします。
課題1の詳細説明

課題1について既製品のリサーチ、図面化

6時間

第2回

工作機械使用法についての基礎講習
造形ファクトリーライセンス講習を受講し、工房使用時の注意事
項、基
本的な機械操作を理解する。

課題1のアイデアスケッチ

6時間

第3回

課題1

スタイロフォームによるスタディモデルの制
作

6時間

「靴べら」木工室での実作の自主作業 ノ
ミや彫刻刀、また木工機械を活用しなが
らカービングを行う。

6時間

「靴べら」木工室での実作の自主作業 研磨
作業、仕上げ工程
「仮面」リサーチ内
容の分析し、マッピングを行う

6時間

6時間

「靴べら」アイデアの立体化

アイデアチェック、スケッチを描き制作物をイメージする。
スタディモデルの講評、デザイン決定
第4回

課題1

「靴べら」実作開始

木材に墨付けを行い、木工機械を使用して木取りする。
以降の靴べら制作行程は授業内で適宜アドバイスを行いなが
ら、授業外学修として自主制作を行う
第5回

課題2

「仮面」課題説明

学外視察

国立民族学博物館にて「仮面」のリサーチを行う
第6回

課題2 「仮面」アイデア検討
アイデアチェック、型紙制作

「仮面」アイデアスケッチ

第7回

課題2 「仮面」デザイン決定
デザインチェック、型紙完成

デザイン修正作業

6時間

第8回

真空成型の理解
バキュームフォームの使用方法、型つくりの基本知識

抜き勾配を意識したモデリング形状の検討

6時間

第9回

課題2 「仮面」モデリング開始
原型制作開始。スタイロフォームによる底上げを行い、粘土によ
るモデリングを開始する。

原型制作の自主作業

6時間

第10回

課題2

原型制作の自主作業
了し乾燥行程に入る

モデリング作業を完

6時間

原型制作の自主作業
了し乾燥行程に入る

モデリング作業を完

6時間

「仮面」モデリング作業

抜き勾配に配慮した粘土によるモデリング作業
粘土べらを使用し、原型表面の仕上げを行う
第11回

課題2

「仮面」原型研磨仕上げ

研磨作業、原型仕上げ工程

型紙制作

第12回

課題2 「仮面」真空成型
真空成形機を使い、原型から仮面を複製する

成形された仮面の細部処理の自主作業

6時間

第13回

課題2

「靴べら」「仮面」を完成させ、合評での発
表準備

6時間

授業全体の振り返り、作品のアーカイブ作
業。学修成果の可視化（ポートフォリオ）

6時間

「仮面」彩色工程

テーマに見合った配色を検討し、仮面の彩色を行う。
第14回

課題1「靴べら」

課題2「仮面」の合評

プレゼンテーション、学生相互評価、教員からのコメン
トを行う。
最終ルーブリックの実施。
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習２【FC】
川上須賀代
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
アパレルメーカーでパタンナーとして勤務。量産パターンおよび縫製仕様書作成を担当。（14回）

実務経験の概要

授業概要
衣服製作における立体の基本的構造を理解するための基礎知識とパターン技術を習得します。平面から立体への展開を理解し、見
頃・襟・袖のパターン展開を学びます。見頃に関しては、ダーツ位置とバランスをバストの断面構成を使って指導することにより、立体をどの
ような面構成にするかが理解でき、平面製図でのダーツ位置の見極める技術に繋げていきます。また、それぞれのデザインに合ったパターン制
作の技術とテキスタイルを生かす配置、裁断方法を学ぶと共に、デザインを的確に構成する立体裁断の技術を身につけます。ファッション造
形の基礎からさらに発展、展開できる力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

パターン製作におけるパターンの用語、記
号などの基礎的知識、パターン展開でき
る力を持つ。

デザインに応じたパターン製作ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

オリジナルデザインを制作する弾の必要な知
識と技術を身につけ、その技術と知識を実
践する

学んだ知識と技術を使って、自分のオリジナ
ルデザインを制作できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題を見つけ、立体で修正することが出来る

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてることができる

3 ．DP6.行動・実践

制作物と素材面とシルエット面からアプロー
チし制作することができる

4 ．DP7.完遂

作品を完成させ、コンセプトとともにプレゼ
ンテーションできる

5 ．DP10.忠恕の心

周りの人を思いやり、人の立場になっ
て考え行動できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション
10％
振り返りシート

： "プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を
視点に評価する。"
： 授業の理解、学修の振り返りができているかを視点に評価する。

10％
学修到達度評価

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

文化服装学院編

・

文化ファッション大系 服飾造
形講座１服飾造形の基礎

・ 文化出版局

・

2015 年

まるやまはるみ

・

誌上パターン塾
ス編

Vol1 トップ

・ 文化出版局

・

2015 年

まるやまはるみ

・

誌上パターン塾
ト編

Vol2 スカー

・ 文化出版局

・

2015 年

参考文献等
適宜授業内で指示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の演習科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日11：00～12：10

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業時間外での制作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス 講義の進め方 目標設定
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明する
・人体の構造について
・人体の構造に基づく衣服パターンについて
・衣服設計にあたって、平面製図と立体について説明
・シャツの構造を研究

シャツの半身を解体（標本作成）

6時間

第２回

見頃ダーツバリエーション
・見頃原型について
・原型を使用してダーツ移動のメカニズム
・ダーツ操作のバリエーション

ダーツ操作のバリエーションを完成させる

6時間

第３回

襟バリエーション
・基本的な衿のパターン（スタンドカラー・コンバーティブルカ
ラー・台衿付きシャツカラー・フラットカラー・フードなど）

授業内課題の襟の製図を完成させる

6時間

第４回

袖山のメカニズム

袖の製図を完成させる。袖メカニズムを復
習しておく

6時間

・袖山のメカニズムを説明
・見頃原型を用いて袖を製図
第５回

袖バリエーション
・アームホールの変化の理解
・原型袖を使用し、様々な袖へと展開していく

袖の展開パターンを完成させる

6時間

第６回

見頃半身準備・トワル組み立て
・全てのパーツをシーチングにトレースする
・トレースしたものを裁断
・トワルでシルエットを確認
・修正方法を指導

トワル組み立てまで完成

6時間

第７回

デザイン画からパターン製図準備
・専門展開演習3で完成させたデザイン画を用いてパターン製図
方法を説明
・制作スケジュールの立案・全体の確認

パターン作図準備に入る

6時間

第８回

パターンメイキング①（平面製図）
・中間学修到達度の確認とフィードバックを行う
・デザイン画からパターンを作成する

１型パターン完成させる

6時間

第９回

パターンメイキング②（平面から立体）
・製図したパターンを用いてトワルの組み立てを行う
・立体でシルエットを修正する
・修正箇所をマーキングする

立体での修正を完成させる

6時間

第１０回

パターンメイキング③（立体から平面/デザイン画から
の読み取り）
・立体修正を行なったトワルを平面に落とし込み修正を行う
・デザイン画からの読み取り方法の理解

デザイン画からの読み取り方法の復習

6時間

第１１回

パターンメイキング③（クライアントワーク）
・条件設定の中で考案したデザイン画を用いてパターンを作成す
る
・シーチングにトレース
・裁断する

裁断まで完成させる

6時間

第１２回

パターンメイキング④（トワルチェック）
・ミシンを用いて縫製
・１stトワルチェック（半身）
・ドレーピングの説明

立体裁断の継続

6時間

第１３回

パターンメイキング⑤（立体から平面へ修正）
・立体で修正したとわるから、平面製図に落とし込み、パター
ンを完成させる。
・最終トワルチェックに向けてシーチングにトワレースする。
・ミシンを用いて縫製する

制作の継続

6時間

第１４回

演習のまとめ・振り返り

演習を振り返り、パターンを整理しておく

6時間

590

4546
最終の学修達成度の確認を行う
・演習の振り返り
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
授業終了後１週間以内に実物作品を提出（期末試験として評価す
る）

591

4547
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習２【IP】
根津武彦
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
建築家・インテリアデザイナーとして、住宅の計画・設計に関する実務経験を有している。(全14回）

実務経験の概要

授業概要
インテリア・建築デザインの基本を住宅系の演習課題を通して学びます。
インテリアデザイン課題「私の住処」では、自分らしい暮らしとは何かを積極的に考え、こだわり抜いた住まいを計画します。基本的な寸
法、機能を身につけ、インテリアを構成するマテリアル、エレメントなどを学びながらプレゼンテーションにまとめます。
建築デザイン課題「家族の住処」では、家族のライフスタイルをもとに、＋αの魅力を持った戸建住宅を計画します。実際の敷地を想定し、外
部環境にも配慮した計画が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

住宅インテリア・建築デザインに関する基礎
知識

住宅デザインに必要とされる基本的な知
識を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

住宅インテリア・建築デザインに関する基礎
技術

住宅デザインに必要とされる基礎的な表現技
術を使って作品をまとめることができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

日常生活を観察し、住環境を構想することが
できる。

2 ．DP6.行動・実践

基本的な考えを具体的な住環境として計画す
ることができる。

3 ．DP7.完遂

計画内容を指定の形式に沿った資料にまとめ
ることができる。

4 ．DP10.忠恕の心

周りの人を思いやり、人の立場になっ
て考え行動できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
授業の中間段階及び最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

表現力、アイデア

： 企画性、新規性を視点に評価する。
30％

授業内課題、試験評価（課題提出）
： 独創性、表現力を視点に評価する。
40％
発表・プレゼンテーション

： プレゼンテーション力（構成力、表現力、説得力）を視点に評価する。
10％

振り返りシート

： 授業の理解、学習の振り返りができているかを視点に評価する。
10％

学習到達度評価

： 学習到達目標について6項目4段階の総合指数を評価する。

592

4547
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
見る測る建築／遠藤勝勤 著／TOTO出版
現代住宅研究／塚本由晴、西沢大良 著／メディア・デザイン研究
空間創造発想帖 ディスプレイデザイナーのアタマとシゴト／日本ディスプレイデザイン協会／六曜社
コンパクト建築設計資料集成[インテリア] 著者／日本建築学会／丸善株式会社
雑誌 住宅特集、住宅建築 各号

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２コマ２単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業までに草案を練り上げてくること。
各提出物は締切を厳守し、要求された内容を全て提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオの為に各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日5限 16:50-18:30

場所：

東館研究室

備考・注意事項： メールによる質問にも応える。
メールでの質問を行う場合、必ず学年と氏名を記述すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「わたしの住処」エスキース１：課題説明

事例紹介

実測

課題説明を行った後、参考事例写真を用いて紹介する。グルー
プで課題建物を実測し、実測図を作成する。「学習到達度の確
認」について説明。
第2回

「わたしの住処」エスキース２：デザインスタディ
水廻り実測図面を提出して指導を受ける。コンセプト及びイメー
ジスケッチを提出して指導を受ける。個人のアイデアについ
て、グループで意見交換を行う。

第3回

「わたしの住処」エスキース３：コンセプト・空間構成決定

スタディ模型を提出して指導を受け、空間構成を決定する。参考
例を見ながら、コーディネートボードの制作方法を学ぶ。
第4回

「わたしの住処」プレゼンテーション１：コーディネート決定
スタディ模型を提出して指導を受ける。コーディネートボー
ドを提出（中間提出）し指導を受ける。

第5回

「わたしの住処」プレゼンテーション２：完成模型
コーディネートボードを提出して指導を受ける。模型の制作や撮
影のポイントを学び、最終プレゼンテーションの指導を受け
る。講評会に向けて最終模型を制作する。

第6回

「わたしの住処」プレゼンテーション３：講評会
完成模型s=1/20 （仕上げ、家具、人物）、模型写真（A3パネ
ル2枚）、コーディネートボード（A3バネル1枚）を使ってプレゼ
ンテーションを行い、講評を受ける。作品提出（期末試験とし
て評価する）
【中間】学習到達度の確認。

第7回

「家族の住処」エスキース１：課題説明、敷地見学、実測
課題説明を行った後、対象敷地をグループで実測する。実
測に基づき、敷地図を作製する。

自宅の水回りを実測し、内容を図面化してま
とめる。課題に対するアイディ
アを練り、テーマとコンセプトをまとめ、イ
メージスケッチを描く。

6時間

授業内での指導を参考に、スタディ模型を作
製する。

6時間

授業内での指導を参考に、空間構成を反映し
たスタディ模型を制作する。コンセプト・空
問デザインに合わて、仕上、家具、備
品を選び、コーディネートボードを制作す
る。

6時間

コーディネートボードを修正する。完成模
型を制作し、模型写真をパネル化する。

6時間

授業内での指導を参考に、完成模型を作制
作する。模型を撮影し、パネルにまとめ
る。コーディネートボードを完成させる。

6時間

提出した作品を個人のポートフォリオにまと
める。

6時間

敷地図と敷地模型を製作する。課題に対す
るアイディアを練り、テーマとコンセプトを
まとめイメージスケッチを描く。

6時間

第8回

「家族の住処」エスキース２：デザインスタディ、コンセプ
ト決定
敷地図と敷地模型を提出し、指導を受ける。コンセプトとアイデ
アのイメージスケッチを提出し、指導を受ける。個人のアイデ
アについてグルーブで意見交換を行う。

授業内での指導を参考に、ゾーニングを検
討し、スタディ模型を制作する。

6時間

第9回

「家族の住処」エスキース３：ゾーニング決定

授業内での指導を参考に、プランを作成す
る。スタディ模型を制作する。

6時間

授業内での指導を参考に、平面図、立面
図、断面図を作成する。

6時間

授業内での指導を参考に、最終図面を作成す
る。

6時間

最終図面を修正、ブラッシュアップする。完
成模型を制作する。プレゼンパネルのレイア
ウト案を作成する。

6時間

スタディ模型とゾーニング図を提出し、指導を受ける。個人のア
イデアについてグループで意見交換を行う。
第10回

「家族の住処」エスキース４：空間構成決定
スタディ模型とプランを提出して指導を受け、プランと空間構
成を決定する。

第11回

「家族の住処」プレゼンテーション１：図面チェック
平面図、立面図、断面図を提出し、指導を受ける。最終図面を作
成する。

第12回

「家族の住処」プレゼンテーション２：図面チェック、模型製
作

593

4547
最終図面を提出し、指導を受ける。完成模型を制作する。
第13回

「家族の住処」プレゼンテーション３：完成模型チェック
完成模型の中間指導を受ける。模型の制作や撮影のポイン
トを学び、最終プレゼンテーションの指導を受ける。講評
会に向けてプレゼンパネルを制作する。

第14回

「家族の住処」プレゼンテーション４：講評会
完成模型S=1/20 （仕上げ．家具．人物表現を含める）、平面
図、立面図、断面図、模型写真、コンセプト他（A1パネ
ル1枚）を使ってプレゼンテーションを行い、請評を受ける。作
品提出（期末試験として評価する）
【最終】学習到達度の確認。

594

完成模型を修正、ブラッシュアップする。完
成模型を撮影し、プレゼンパネルを制作す
る。

6時間

提出した作品を個人のポートフォリオにまと
める。

6時間

4551
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習２【FC】
岩崎雅世
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
アパレル企業にてパタンナー、デザイナーとして勤務。婦人服を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
衣服の構造を理解しワンピースとシャツのパターン技術、縫製方法を学びます。
服のデザインを読み取り 平面から立体をイメージし、基礎型パターンをもとにアレンジするパターン操作方法を習得します。ファッション造
形の基礎からさらに発展、展開できる力を養います服のデザインから原型パターンをもとにデザイン通りのパターンを完成させます。
また、アパレル企業に対応できるような工業用パターンと仕様書作成を学び、既製服としての縫製方法で台襟付きシャツを制作します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ワンピースの構造・製図理論と作図方法、デ
ザインに応じたパターン操作方法を習得。

原型パターンを展開し、デザインに応じた製
図作成ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

シャツの構造・製図理論と作図方法、工業
用パターン、仕様書、既製服としての縫製方
法を習得。

シャツのパターン作成、裁断、縫製、仕様
書まで既製服としてのトータル的な制作がで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各アイテムが、どのように構成されているか
を理解し、ワンピース・シャツに必要なパー
ツのパターンを作成する事ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題に必要な作業を見極め、制作の計
画を立てられる。

3 ．DP6.行動・実践

制作物のパターン作成、裁断、縫製、仕様
書までのトータルな流れを遂行できる。

4 ．DP7.完遂

作品を完成させ、自身で着用しプレゼンテー
ションできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題１（製図ノート）

： ワンピース、シャツのパターン理解度、完成度で評価する。
20％

授業内課題２

： シャツの工業用パターン、仕様書の完成度、理解度で評価する。
25％

縫製技術

： 仕上げ技術としての縫製のレベルを評価する。
25％

期末試験評価、作品提出

： 課題作品の構成理解度、完成度で評価する。
30％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

595

出版年

4551
誌上・パターン塾

・

Vol4 ワンピース編（文化出版
局MOOkシリーズ）

・ 文化出版局

・

2018 年

文化服装学院編

・

文化ファッション大系 服飾造
形講座３ ブラウス・ワンピー
ス

・ 文化出版社

・

2012 年

参考文献等
参考文献：授業中に提示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の演習科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業時間外での制作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス 制作物について 目標設定
・授業概要と進め方について
・ワンピースの基礎知識の説明
・制作するワンピースについての説明
・仕様書にハンガーイラストを描く
・原型から各自のデザインでパターン作成

原型実寸製図

4時間

第２回

ワンピースデザインのパターン展開１
・袖パターンを作成
・シーチングにトレースし裁断する
・仮縫い準備

裁断を完成させる

4時間

第３回

ワンピーストワール制作（仮縫い）
・裁断したシーチングをミシンを用いて縫製していく
・立体修正を行い、平面でパターンを修正する
・修正したパターンをカットパターンに作成する
・生地の地直しの説明

トワル組み完成

4時間

第４回

ワンピースのパターンメーキング（身頃・スカート）
・使用するテキスタイルの裁断をする
・芯地の説明
・芯地裁断、芯貼り、テープ貼りを行う
・縫い方順序の説明
・裁断したパーツにロックミシンを用いて縫製

ロック始末まで完成

4時間

第５回

ワンピースの袖作り
・各自、デザインしたワンピースの袖を作っていく
・ワンピースの構造を理解し、ダーツ、切替線地縫い、見返し
を縫製する
・脇線地縫い、後中心地縫い、ウエスト切替地縫い
・ファスナー付け
・次の制作物の台襟付きシャツについての説明（プリント図案に
ついて）

ファスナー付けまで完成させる

4時間

第６回

ワンピースの縫製仕上げ
・ワンピースの仕上げに向けて、細部の縫製作業を進めていく
・裾始末
袖付け
・仕上げ
・仕様書仕上げ

仕様書まで完成させる

4時間

第７回

ワンピースプレゼンテーション
ワンピースの合評
・台襟付きシャツについての導入
・シャツの構造を研究
・縫製仕様書にハンガーイラストとサイズ記入
・地直し（プリント箇所のみ粗断ちする）

縫製仕様書のイラストを完成させる

4時間

シャツブラウスの実寸製図・基本型シャ
ツの工業用パターン

4時間

中間ルーブリック判定；授業の進行状況をルーブリックをもと
に自己評価し、教師からアドバイスを受けます。
第８回

基本型シャツのパターンメーキング
シャツブラウスの構造・機能性等の基礎について学ぶ。
・台襟付きシャツカラーの製図を作成。
・身頃原型をもとにダーツの移動、
・マスターパターンから各パーツをトレースし、工業用パター
ン用の縫代を付けパターンカットする。
・生地の裁断方法や芯貼りの基礎知識を学ぶ。

第９回

基本型シャツの裁断
・使用するテキスタイルの裁断（芯貼り箇所は粗断ち）
・合印の意味を理解し、ノッチ入れを行う
・芯地の扱い方を理解し、芯地裁断
・芯貼りを行う

作業の続行

4時間

第１０回

シャツの縫製① （見頃ヨーク）
・テキスタイルを用いて裾を縫製する
・前立てを縫製する
・ポケット位置を確認し縫製する
・ヨーク付け（ヨーク付けの工業縫製方法を学ぶ。）

作業の続行

4時間

第１１回

シャツの縫製②（襟・袖作り）

裁断作業の続行・アイロン工程

4時間
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・台襟の構造を理解し、襟を縫製していく
・袖作り
・見頃と袖山の縫製
第１２回

シャツの縫製③（袖下・カフス作り）
・袖下~脇線縫製する
・袖口の明き仕様の剣ボロ、カフス作り、カフス付け
・台襟付きシャツカラーの工業縫製方法を学ぶ
・釦ホール（外注だし）

縫製作業の続行（身頃）

4時間

第１３回

シャツの縫製④ （仕上げ）
・細部の縫製作業を進めていく
・釦付け
・アイロン工程・仕上げ
・縫製仕様書を完成させる

縫製作業の続行

4時間

第１４回

縫製作業から作品完成とプレゼンテーション
縫製作業を完成させ、この時間内でプレゼンテーションし評価す
る。
ルーブリック判定；課題への取り組みの自己評価し、ルーブリッ
クによって行います。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）

振り返り

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習２【IP】
赤西信哉
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家具デザイナーとして、メーカーオリジナル家具の商品開発を行った経験を活かし、椅子デザインを進めるノ
ウハウや注意点について指導する。（全１4回）

授業概要
この演習では身体にもっとも近い道具と言われる「椅子」の制作を通して「身体スケール」の感覚の体得を目指す。また限られた材料の範囲か
ら構造、機能、意匠を整合させたもの作りを行う事で、規制や制限をポジティブに捉えなおしクリエイティブに繋げて行く、デザインの基礎
力を身につける。構想から制作までの体験をとおして、アイデアスケッチ、モデル検討、図面作成等のデザイン表現のための基礎スキルを学ぶ
と共に、プロダクトの機能性や力学構造についても理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アイデアシート、モデル制作、図面作成のス
キル

デザインプロセスに不可欠な表現技
術を用い、アイデアを具現化できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

デザインを実際に機能する作品として制作す
る力

作者自身の体重を支える力学的構造を備え
た「椅子」を制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締め切りを守りながら進捗することがで
きる。

2 ．DP8.意思疎通

自分のアイデアを的確に伝えることができ
る。また他人のアイデアを分析し、ポイン
トを指摘できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄
とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組状況
20％
資料に基づくプレゼンテーション

： アイデアプレゼンテーション時、最終プレゼンテーション時の他学生に対する積極的なコメントに
ついて評価します。
： デザインポイントを的確に伝えることができているかについて評価します。

20％
提出物

： 図面、モデルの２点について、正確性、完成度を評価します。
20％

期末試験評価

完成作品

： 成果物の完成度、デザインの独自性、機能性、について評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
ピーター・オプスヴィック『“座る"を考えなおす』 (GAIA BOOKS)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
大型機械を使用する作業があります。安全確保のため、作業時は教員、ファクトリースタッフの指示に従うこと。
作業に適した服装で授業に臨むこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日5限

場所：

東館研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス

授業目標の明示

課題説明

研究倫理教育

授業構成、評価方法、スケジュールの確認をします。
研究倫理教育を実施します。
第2回

家具デザイン視察
家具ショールームにおいて、デザインする側の視点から既製
品の視察を行い、
自分のアイデア展開に役立てます。

第3回

アイデア発表、デザイン展開
アイデアプレゼンテーションを行い、学生間の意見交換を行いま
す。
アドバイスを踏まえ、アイデアを展開しデザインに落とし込みま
す。

第4回

デザインチェック
スタディモデルをもとに、実現可能なデザインへと展開します。

実習課題テーマに対する情報収集、アイデア
シートの作成

2時間

アイデアを展開、スケッチを繰り返す。アイ
デアシートの作成

2時間

スケッチをもとに、スタディモデルを作
成しアイデアを立体化する。

2時間

身体スケールを意識しながら、適正な寸
法を検討し図面を作成する。

2時間

第5回

１／５図面チェック
図面を完成させ、ディテールの確認を行います。

1/5図面を完成させる。

2時間

第6回

木取り図作成
課題条件の範囲でデザインが収まっているか検討します。

木取り図、1/5図面を完成させる。

2時間

第7回

材料の知識「無垢材と合板」
素材特性について理解を深め、デザインに反映します。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

1/5モデルを制作する。

2時間

第8回

実作行程 墨付け、木取り
素材を加工するための下準備を行います。

制作行程をシミュレーションする。

2時間

第9回

実作行程

自主制作、授業進捗にあわせ部材の加
工を進める。

2時間

自主制作、授業進捗にあわせ部材を完成す
る。

2時間

自主制作、授業進捗にあわせ椅子の組み立て
を完了する。

2時間

自主制作、授業進捗にあわせ椅子を完成させ
る。

2時間

撮影画像、図面を活用したプレゼンテーショ
ンボードの検討

2時間

ポートフォリオへの反映を念頭に、作品の記
録を行う。

2時間

部材調整

図面に基づいた寸法で部材を正確に仕上げていきます。
第10回

実物制作 部材仕上げ
組み立て前に行うべき、仕上げ作業を行います。

第11回

実作行程

仮組みから組み立て

仕上がった部材の組み立て手順をシミュレーショ
ンし、組み立て準備を行います。
ボンド、クランプ、ビス止めによる組み立て作業を行います。
第12回

実物制作 仕上げ作業
最終研磨、必要に応じて、表面処理を行い塗装仕上げを施しま
す。

第13回

デザインボード作成
イラストレーションを使用して、作品画像、図面、コンセプトテ
キストなどをレイアウトし、
デザインボードを作成する。

第14回

合評、プレゼンテーション
ボード、実作椅子を用いたプレゼンテーションを行い、学生
間の意見交
換、教員による批評を行います。授業全体の振り返りと、目標到
達度の確認を行い
ます。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【FC】
齋藤英樹・八木奈央
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。（全14回）

授業概要
実社会でのファッションデザイン・ファッションビジネスには様々な制約があります。クライアントや消費者から与えられるデザイン・素
材・色・ターゲット…といった様々な制限を設けた中でデザインを生み出すための発想力を養い、市場やクライアントの要望に応えられるデザ
イナーとしての企画力を養います。また、デザイナーとしての重要な要素として他者に伝える力を養うためにグループでのデザイン制作を行い
ます。
（全１４回）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

マーケティングを理解し、テーマにあわせ
たリサーチと各自のイメージからデザイン構
築する力を持つ

テーマから独自の視点でデザイン案が確立で
きまとめるることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

実社会で活躍するためのファッションビジネ
スを理解し、自分自身でデザイン展開でき
る力を持つ

条件設定を設けたデザインの創出ができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

相手を知り、相手の気づいていない問題
点を指摘し、問題解決となるデザインの提
案ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてる。

3 ．DP6.行動・実践

クライアントワークとして、条件設定のあ
る中での企画づくりができる思考や知
識を身につけることができる。

4 ．DP7.完遂

作品を完成させ、コンセプトとともにプレゼ
ンテーションできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

リサーチブック、コンセプト
30％
制作物（デザイン画、企画書）
50％
期末試験評価・プレゼンテーション
20％

： テーマに合わせ身の回りをリサーチし様々な事柄を導入しデザインに結びついているか。また、規
定枚数のデザイン画ができているか。リサーチブックとしてまとめられているか。
： ただデザインをするのではなく、必要とされるデザインの創出ができているか。条件付きのデザイ
ンの解決策を自分なりのテイストをしっかりと活かしたデザインとして発展できているか。
： 課題作品に対し、オリジナリティのあるデザイン画であり、課題に対してのリサーチ力を評価しま
す。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
適宜、授業内で提示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
授業内容から、実際には毎回４時間以上、授業外で制作研究に取り組む必要がある。ｌ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

東館研究室

10：30～12：40

備考・注意事項： 授業開始前、研究室にて
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明
・授業概要と進行説明
・展開演習3の目的と目標
・展開演習3で身につくスキル

課題に対するリサーチ

4時間

第2回

ファッションデザイナーとは
・社会におけるファッションデザイナーの仕事内容についての講
義
・現代のファッション産業・市場を取り巻く社会問題や環境の考
察

授業内課題の続行

4時間

第3回

デザインと制約
・制約のある中でどうデザインを生み出すかの考察
・事例の紹介

授業内課題の続行

4時間

第4回

条件設定を設けたデザインの創出
・ペアワークとして装飾的且つ機能的デザイン、素材などの条
件を与えられた中での企画づくり
・条件を踏まえたなかでどういったデザインを生み出すか考察

デザインを創出するためのリサーチを行う

4時間

第5回

制約のあるデザイン
・デザインの分析・研究・考察
・与えられた条件をどうクリアするか情報収集し、分析・研究

分析・研究の続行

4時間

第6回

ヒアリングと考察
・与えられた条件に対しての解決策の提案
・提案内容に対しての意見交換と企画のブラッシュアップ
・デザイン画・素材・資料などの作成

プレゼンテーションの準備

4時間

第7回

プレゼンテーション
・各自プレゼンテーション
・質疑応答
・合評と教員からの講評

合評を受けて、修正を行う

4時間

第8回

条件の再設定
・前回よりも詳細な条件の設定（ブランド・アイテム・シーズ
ン・カラー・型数など）
・ターゲットを明確に把握するための分析・研究

マーケティングの再考、完成させる

4時間

第9回

分析・研究・考察① （企画構想）
・より深くターゲットを理解するために情報収集・分析
・企画構想
・マップ作成

マップ作成の続行

4時間

第10回

デザイン画の作成
・具体的な素材、仕様、付属等の選定
・具体的なターゲットをより理解する為に更なる情報収集・分析
・デザイン画作成
・ハンガーイラストの作成

デザイン画を完成させる

4時間

第11回

提案企画書の作成①（提案企画の資料作成の準備）
・提案企画の資料作成の準備
・提案内容をより具体化する為に素材や付属の準備
・バリエーションを含めた提案材料の収集

作業の続行

4時間

第12回

提案企画書の作成②（資料作成）
・提案企画の資料作成
・参考となる資料の収集

作業続行

4時間

第13回

提案企画書の作成③（資料のブラッシュアップ）
・提案企画の資料作成
・参考となる資料の収集

ハンガーイラストの作成

4時間

第14回

プレゼンテーションと提出
・各自プレゼンテーション
・質疑応答
・合評と教員からの講評
・企画資料の提出
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）

プレゼンテーションの振り返り

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習３【IP】
脇康隆
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

製造会社、特許事務所において図面制作に関する業務に携わった後、CAD、製図、ICTをはじめとする教育に従
事。(全14回）

授業概要
この授業は「建築CAD検定」合格を目指すための授業です。
建築図面をはじめとする各種図面に関する基本知識を習得すると共に、AutoCADを用いたCADソフトウェアによる図面作成スキルを習得すること
を目的としています。具体的には教科書や配布資料を基に製図のルール（JIS製図）を理解し、AutoCADの基本操作・基本設定について課題図
面を作成しながら学習し基本技術の養成を行います。また、建築図面を用いて決められた時間内において図面を作成すると共にその正確性につ
いての検証・評価を行う等、より実践的な技術の習得を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

AutoCADの基本操作技能、製図の基本知識

図面の読図およびAutoCADによる正確な図面
作成ができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

定められた時間内に課題図作成ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
Google Classroom を用いた演習課題提供学習

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
15％
CAD操作スキル習得状況

： PCおよびCAD操作に関してのルールを遵守すると共に、積極的且つ真剣に課題に取り組んでいるか
を評価します。具体的には、自己評価シートの記入を用いて行います。
： 授業内でのCAD操作および課題提出により習得状況の評価を行います。

30％
演習課題
40％
定期試験
15％

： 授業中演習課題（4回）の完成度について評価します。
CADの各種操作方法を理解していると共に習得できているかを図形作成課題にて判断、評価しま
す。またその他見栄えの良さについても評価します。
： 最終課題（1回）の完成度について評価します。
図面のルール（JIS規格）にしたがって、CADを用いて図面作成を行い、その出来栄え（CAD操
作、各種設定、仕上がり）を評価します。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

602

出版年

4557
株式会社コステック

教育書籍部 ・

1からはじめるAutoCAD

・ 株式会社コステック

・

2019 年

参考文献等
ISBN978-4-7863-1125-3『製図の基礎』（一般社団法人職業訓練教材研究会）

履修上の注意・備考・メッセージ
授業終了後、試験期間に「建築CAD検定」を受験するため、検定料が必要となります。また、授業終了後に試験対策講座が開催されるため、本講
座への参加も必要です。
本科目は2コマ2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 別途、授業にて知らせる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

2次元CADの基礎：製図基礎とCADについて、AutoCADのインター
フェース、画面操作、線分、削除、円、円弧等
JIS製図の基本について学ぶと共に、AutoCADについての概要や初
期画面構成、基本作図機能の操作を理解・習得する。

画面構成、基本操作の理解、授業課題の再作
図

2時間

第2回

2次元CADの基礎：Oスナップ、画層、デザインセンター、長方
形、ポリゴン、分解、オフセット等
作図機能と作図補助機能の操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第3回

2次元CADの基礎：ハッチング、文字、トリム・延長、フィレッ
ト・面取り、移動、複写、回転等
作図機能、修正機能の操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第4回

2次元CADの基礎：鏡像、尺度変更、ストレッチ、グリップ操
作、長さ変更、配列複写等
修正機能の操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第5回

2次元CADの基礎：寸法記入、寸法編集、ブロック、属性定義等
寸法の記入・編集、図形登録と活用（ブロック）についての操
作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第6回

2次元CADの基礎：スタイル管理、異尺度対応、図面テンプレー
トの作成、印刷設定等
各種スタイル（文字、寸法、引出線）、異尺度図面及びテンプ
レートの取り扱い方、作図補助機能の設定方法、印刷の操作を理
解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第7回

平面図作成の基礎（1：100）：マルチライン、建具ブロッ
クの作成等
住宅平面図（RC造）の例題をトレースし、建築平面図の作図につ
いて操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、住宅図面の理解、操作技
術向上のための作図練習

2時間

第8回

平面図作成の基礎（1：100）：レイアウト、印刷設定等

授業課題の再作図、住宅図面の理解、操作技
術向上のための作図練習

2時間

授業課題の再作図、住宅図面の理解、操作技
術向上のための作図練習

2時間

授業課題の再作図、操作技術向上のための作
図練習

2時間

授業課題の再作図、操作技術向上のための作
図練習

2時間

授業課題の再作図、操作技術向上のための作
図練習

2時間

授業課題の再作図、操作技術向上のための作
図練習

2時間

これまでの演習内容の再現、習得したCAD操
作の応用総復習

2時間

住宅平面図（RC造）の例題をトレースし、平面図の作図につい
て操作を理解・習得する。
第9回

平面図作成の基礎：階段平面図の作成
階段平面図（RC造）の例題をトレースし、平面図の作図につい
て操作を理解・習得する。

第10回

CAD操作実践演習：定められた時間内における図面作成
課題図面を用い、定められた時間内に効率良く作図する方
法を学び、より早く正確に図面作成を行う手法を習得する。

第11回

CAD操作実践演習：定められた時間内における図面作成
課題図面を用い、定められた時間内に効率良く作図する方
法を学び、より早く正確に図面作成を行う手法を習得する。

第12回

CAD操作実践演習：定められた時間内における図面作成
課題図面を用い、定められた時間内に効率良く作図する方
法を学び、より早く正確に図面作成を行う手法を習得する。

第13回

CAD操作実践演習：定められた時間内における図面作成
課題図面を用い、定められた時間内に効率良く作図する方
法を学び、より早く正確に図面作成を行う手法を習得する。

第14回

CAD総合演習
これまでに習得したCAD操作を用いて、最終課題を作成す
る。CADによる図面作成技術を理解・習得する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習３【FC】
齋藤英樹
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ファションディレクター・デザイナーとしてブランドの立ち上げから企画・生産・PR・営業等に関わってい
る。（全14回）

授業概要
オリジナルブランドの商品企画を行い、実際にアパレルメーカーが縫製工場に縫製依頼をする為に必要なデザイン画・縫製仕様・寸法などが明
確に記載された縫製仕様書を作成できる知識と技術を身につけます。Adobe Illustratorを用いたハンガーイラストの作成や仕様書の作成など実
際の仕事の現場で使われる知識や技術を身につけます。また、商品企画から原価計算、上代設定まで企画した商品を販売するまでの生産管理と
しての知識も身につけます。（全１４回）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ブランドコンセプトにあわせたリサーチと各
自のイメージからデザイン構築ができる。

コンセプトから独自の視点でデザイン案が確
立できまとめるることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

オリジナル商品企画を実際に発注するため
の知識や技術を身につけ、企画知識だけでな
く、生産管理としての知識も得る

より実践的な商品開発の知識・技術を幅
広く身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマから独自のデザインへ発展するアイデ
アを見つける力を持つ。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてる。

3 ．DP6.行動・実践

仕様書作成の必要性と記載内容を理解するこ
とができる。

4 ．DP7.完遂

作品を完成させ、コンセプトとともにプレゼ
ンテーションできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デザイン画、リサーチブック、コンセ ： ブランドコンセプトに合わせ、身の回りをリサーチし様々な事柄を導入しデザインに結びついてい
プト
るか。また、規定枚数のデザイン画ができているか。リサーチブックとしてまとめられているか。
30％
制作物（オリジナル作品制作）
30％
プレゼンテーション

： デザイン画をもとに、衣服が制作できているか。コンセプト、テーマに合わせテキスタイルとシル
エットの両方向からのアプローチがされているか。
： オリジナルブランド企画のプレゼンテーションができているか。

20％
期末試験評価、作品提出
20％

： 課題作品に対し、オリジナリティのある形、素材の加工が出来ているか、課題に対しのリサー
チ力を評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等

604

4561
適宜伝えます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
授業内容から、実際には毎回４時間以上、授業外で制作研究に取り組む必要がある。ｌ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
リサーチを十分することとから独自の視点を見つけ出し、制作にはいります。また、３年生へ向けてのステップとなりますので、今回の課題か
ら自分の得意な点、不得意な点を見つけて、制作に反映させてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

東館研究室

10：30～12：40

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、概要説明
・授業概要と進行説明
・基幹演習3の目的と目標
・基幹演習3で身につくスキル
・ブラッシュアップしたブランドロゴとコンセプトを、一
人5分でプレゼンテーションを行う。

ロゴ、コンセプトの修正を行う

4時間

第2回

コンセプトとシーズンテーマの設定
・オリジナルブランドのコンセプト・方向性の検討
・シーズン／テーマ決め
・商品企画に必要な素材の研究

商品企画に向けた素材収集

4時間

第3回

オリジナル企画の準備
・デザインの基になるアイディアの創出
・ターゲット層の購買単価や販路の研究
・主素材や副資材などの選定

商品企画に向けた素材収集

4時間

第4回

オリジナル企画①デザイン画の作成
・シーズンアイテムの型数（10-15型）の振り分け
・進行していたリサーチ結果をまとめながら、デザイン画作成

デザイン画の完成

4時間

第5回

オリジナル企画②イメージボードの作成
・デザイン画を基にした素材やコンセプト、単価などをまとめ
る。
・各アイテムのハンガーイラストの作成

イメージボードの完成

4時間

第6回

中間発表の準備
・中間発表に向けた資料のまとめ

資料のまとめ

4時間

第7回

中間発表

合評や講評で得た気づきをふまえて資料・企
画の修正

4時間

・教員達に向けて各自プレゼンテーション
・質疑応答
・合評と教員からの講評
中間ルーブリックの実施、合評とともに到達点自己評価を個々面
談しながら確認します。
第8回

縫製仕様書の理解
・なぜ縫製仕様書が必要なのか現物を基に説明
・自身で仕様書のベースを作る

仕様書の雛形作成

4時間

第9回

イラストレーターでのハンガーイラスト制作
・イラストレータでのハンガーイラストの作成の説明
・イラストレーターにてハンガーイラスト作成

ハンガーイラストの完成

4時間

第10回

縫製仕様書の作成
・各アイテムごとに仕様書を作成
・生地付属等の単価確認

縫製仕様書の完成

4時間

第11回

原価計算と上代について
・上代設定の仕組みと原価計算の方法について説明
・原価計算表の作成
・想定上代の設定

素材の組成混率などを調べておく

4時間

第12回

洗濯絵表記について
・家庭用品品質表示法について
・オリジナルブランドで使用する素材をもとに洗濯絵表記の作成

作業続行・修正

4時間

第13回

プレゼンテーションに向けた準備
・コンセプト、シーズン、デザイン画、イメージボード、仕様
書、原価計算書などの資料の確認
・不足内容のブラッシュアップ

仕上げ作業、プレゼンテーションの準備

4時間

第14回

オリジナルブランド企画のプレゼンテーション・講評
・各自プレゼンテーション
・質疑応答
・合評と教員からの講評

振り返り、課題の修正

4時間

（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）
全員、この時点でトワルが組めて完成していること。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習３【IP】
根津武彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
建築家・インテリアデザイナーとして、商業店舗の計画・設計に関する実務経験を有している。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
インテリア・建築デザインの基本を、商業店舗の演習課題を通して学びます。
第一課題では、実際に存在する空間を用いて、図面に基づき計画します。想定する店舗のブランドの選定から、リサーチをおこない、商品の寸
法や展示計画を学びながら、インテリアデザインをプレゼンテーションにまとめます。
第二課題では、仮設商業店舗の計画をします。第一課題同様、ブランド選定からリサーチをおこなった上で、店舗の組み立て解体方法、移
動の簡易性などを考慮した計画を学びながら、プレゼンテーションにまとめます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商業店舗のインテリアデザインに関する基礎
知識

商業店舗のに必要とされる基本的な知識を理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

商業店舗のインテリアデザインに関する基礎
技術

商業店舗に必要とされる基礎的な表現技
術を用いて作品をまとめることができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

商業施設における計画と立案ができる。

2 ．DP6.行動・実践

既存の商業施設のリサーチなどを指定の形
式に沿った資料にまとめることができる。

3 ．DP7.完遂

計画内容を指定の形式に沿った資料にまとめ
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行いま
す。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめて
いきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の取組み状況

： 授業内および時間外学習の成果を評価(12回×5％)
60％

ブランドショップ講評会の提出
20％

： 提出物：プレゼンパネル（タイトル、コンセプト、モデル写真、図面）、ファイナルモデルに
て、審美性、独自性、完成度、コンセプトを評価

期末試験評価 ポップアップショッ
： 提出物：プレゼンパネル（タイトル、コンセプト、モデル写真、図面）、ファイナルモデルに
プ講評会の提出
て、審美性、独自性、完成度、コンセプトを評価
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学習時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業時までに草案を練り上げてくること。
各提出物は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。
また、「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日5限 16:50-18:30

場所：

東館研究室

備考・注意事項： メールによる質問にも応える。
メールでの質問を行う場合、必ず学年と氏名を記述すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・第一課題説明・敷地空間の作図・ブランドの検討
課題趣旨説明
実際に想定する敷地空間の作図
設計する対象となるブランドをリサーチ（3候補）

第2回

ショップリサーチ１：ブランドリサーチ
敷地躯体図のチェック
リサーチしたブランドについて発表し、発表内容を踏まえたデザ
イン展開をディスカッションする。

想定する敷地空間の作図、ブランドリサー
チ（3候補）と内容をそれぞれA3資料に纏め
る。

2時間

ブランドリサーチを踏まえたデザイン展
開をA3資料に纏める。敷地躯体の模型制作。

2時間

第3回

デザインエスキース１：ブランド決定・ブランドの魅
力を読み解く
デザイン対象のブランドを決定する。ブランドの魅
力を読み解き、デザイン展開を考える。
敷地躯体の模型完成

デザインエスキース１を踏まえたデザイ
ンの検討（スタディ模型やスケッチ）

2時間

第4回

デザインエスキース２：ブランドの魅力を伝えるデザインを具
体化する
ブランドの魅力を伝えるデザイン展開を決定して、ショップデザ
インを具体化する。

デザインエスキース２を踏まえたショップデ
ザインの検討（スタディ模型やスケッチ）

2時間

第5回

デザインプレゼンテーション１：最終講評会に向けた作品制作
ブランドの魅力をデザイン化して、最終講評会に向けて模型を制
作する。

プレゼンテーション模型・ボードの制作

2時間

第6回

デザインプレゼンテーション２：最終講評会に向けた作品制作
最終講評会に向けたプレゼンテーション模型を完成させる。

プレゼンテーション模型・ボードの制作

2時間

第7回

最終講評会
学生一人あたり5分程度の発表と指導教員による講評。最終ルー
ブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）

講評会の振り返り

2時間

第8回

第二課題説明・敷地見学・ブランドの検討

設置想定場所の下見に行くこと。設置想定場
所の模型作成をおこなう。

2時間

ブランドリサーチを踏まえたデザイン展
開をA3資料に纏める。敷地躯体の模型制作。

2時間

課題趣旨説明
実際に想定する敷地空間の作図
設計する対象となるブランドをリサーチ（3候補）
リサーチしたブランドについて発表、発表内容を踏まえた内
容をグループディスカッション。
ブランドの決定。
ポップアップショップの設置想定場所の発表。
第9回

ショップリサーチ１：ブランドリサーチ
リサーチしたブランドについて発表し、発表内容を踏まえたデザ
イン展開をディスカッションする。

第10回

デザインエスキース１：ブランド決定・ブランドの魅
力を読み解く
デザイン対象のブランドを決定する。ブランドの魅
力を読み解き、デザイン展開を考える。
仮設性と移動性についてグループディスカッションにより検討
敷地躯体の模型完成

デザインエスキース１を踏まえたデザイ
ンの検討（スタディ模型やスケッチ）

2時間

第11回

デザインエスキース２：ブランドの魅力を伝えるデザインを具
体化する
ブランド性、仮設性、移動性のデザイン展開を決定して、ショッ
プデザインを具体化する。

デザインエスキース２を踏まえたショップデ
ザインの検討（スタディ模型やスケッチ）

2時間

第12回

デザインプレゼンテーション１：最終講評会に向けた作品制作
ブランド性、仮設性、移動性をデザイン化して、最終講評
会に向けて模型を制作する。

プレゼンテーション模型・ボードの制作

2時間

第13回

デザインプレゼンテーション２：最終講評会に向けた作品制作
最終講評会に向けたプレゼンテーション模型を完成させる。

プレゼンテーション模型・ボードの制作

2時間

第14回

最終講評会

最終講評会の振り返り。次年度に向けた自
己の反省など

2時間

学生一人あたり5分程度の発表と指導教員による講評。最終ルー
ブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習４【FC】
川上須賀代
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

フリーランスで,コンテンポラリーダンス、ミュージカルや俳優、アイドルの舞台衣装を企画・設
計（全１4回）

授業概要
本授業では、ファッション業界で活躍できる人材の育成。
そのために基本的な衣服製作の知識、技術を学ぶだけでなく、実践型プログラムも取り入れながら主体的に考動する事を目指します。着想で必
要とされる動きに対応できるように、機能的なパターンメーキングの基礎を徹底的に学ぶとともに、仮縫い・修正・縫製テクニックまで幅
広く学びます。また、ファッションデザイナー・パタンナーに必要なファッション３Dモデリング技術を取り入れ、ファッションの感性と３Dモ
デリング技術を併せ持つ力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

コスチュームの構造を理解し、デザイン・機
能的なパターン製図・仮縫い・縫製テクニッ
クまでを制作。

デザインに応じたパターン展開ができること
を目標とする。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

舞台映えするための手法。

コスチューム制作の知識と技術を身につける
ことを目標とする。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を発見し、解決に導く力をもつ。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてる。

3 ．DP6.行動・実践

制作物を素材面とシルエット面からアプロー
チし制作することができる。学んだ技術を駆
使して、自身のイメージするコスチュー
ムを創り上げることを目標とする。

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことを目
標にする

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出・試験
70％
受講態度

： 課題の目的を正しく理解して取り組み制作できているかを評価します。試験期間中に提出の課
題を評価の対象とする。
： 各回授業への積極的参加や授業態度（受講マナーや私語、授業の妨げ）を総合的に評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜授業内で指示する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2～4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜

場所：

東館研究室

10:30～12:10

備考・注意事項： 授業終了外での製作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス 講義の進め方、目標設定
授業全体の概要説明を行い、習得すべきポイントについて説明し
ます。
専門研究２で取り組んだ、ブランドデザインのプレゼンテーショ
ンを各自５分間でプレゼンテーションを行ってもらいます。
他者の発表を聞いて、ディスカションを行います。
授業の目的を明確化していきます。

ファッションテキスタイルのリサーチ

4時間

第2回

ブランドデザインの検討
・ブランドコンセプトとデザイン画の検討
・使用するテキスタイルについて説明
・プリントの配置バランスについて
・デザインのブラッシュアップをおこない、デザイン画を完成さ
せる

デザイン画を完成させる。

4時間

第3回

デザイン画からパターンメイキング
・デザイン画からパターンメイキングの作業に入る

制作の続行

4時間

第4回

パターンメイキング①
・製作中のテキスタイルも確認しながらパターンを制作する
・各々、教員からのパターン指導を受け制作する

作業の続行。制作中のテキスタイル続行。

4時間

第5回

パターンメイキング②
・各々のデザインでパターン制作を進める。
・教員からのアドバイスを元に修正し、パターンを完成させる

パターンを完成させる

4時間

第6回

トワル制作（仮縫い準備）
・仮縫い用シーチング生地にパターンをトレースし、裁断する

裁断を完成させる

4時間

第7回

トワル制作（仮縫い）
・ミシンを用いて縫製をおこなう
・教員からのアドバイスをもとに作業を進めていく
・見返しの始末方法、パーツ構成を学ぶ

制作の続行。トワルを完成させる

4時間

第8回

トワルチェック（パターン修正）
・仮縫いした作品をボディーに着せつけ、教員からのアドバイ
スをもとに、修正をおこなっていく
・立体から平面へ
・立体で修正し、平面に落とし込む

パターン修正を完成させる

4時間

第9回

ファッション３Dモデリング（テキスタイルの配置）
・ファッション３Dモデリングの導入
・ファッション３Dモデリングを用いて、２Dで制作したパター
ンを３DのAvatarに着想させ、シルエットを確認する
・ブランドイメージを創造し、制作したテキスタイルの配
置を決める

授業内容を理解し、使えるように復習する。

5時間

第10回

テキスタイルを用いて裁断から縫製作業

裁断したパーツにロックミシン縫製を完成さ
せる

5時間

・テキスタイルを用いて、修正パターンをトレースし、裁断・縫
製の準備をする
・ロックミシンを用いて縫製する
第11回

縫製作業①
・ミシンを用いて縫製を行う
・各々、教員からのアドバイスに沿って作業を進めていく

作業の続行

4時間

第12回

縫製作業②（シルエットの調整・裁断）
・ボディーに装着し、シルエットの調整を行う。
・教員からの修正に関するアドバイスをもとに、パターン修
正を行い作品制作を進める。

裁断を完成させる。

4時間

第13回

縫製作業から作品完成
・教員からの修正に関するフィードバックをもとに、作品を完
成させる。

縫製を完成させてくる。プレゼンの準備。

4時間

第14回

縫製作業から作品完成

プレぜンテーションの振り返り・BOOKのまと
め

4時間

・各自、作品をボディに着せつけ鑑賞、合評を行う。
・自分のイメージした作品に仕上がっているか自己評価を期
末ルーブリックによって判定。
・授業一週後以内に作品を提出（期末試験として評価する）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習４【IP】
竹内秀典
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
木工工房を運営しており、家具製作、プロダクトモデル製作などに携わる。(全14回）

実務経験の概要

授業概要
プロダクトデザインを提案していく上では、機能と形態を追求するだけでなく、暮らしの中での様々な切り口による位置づけ（使用時間帯、場
所、空間、使用者、用途など）を再考し、既成概念にとらわれない発想でコンセプトを構築しなければ、新たな価値の創造にはつながらない。
この授業では、生活に根付いたアイテムを取り上げ、その本質から見直し、プロダクトデザインのプロセスに則って新たな価値創造と提
案を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アイデアと素材の関係に「必然性」を見出す

コンセプトの構築に挑み、その表現方法を模
索できる

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

アイデアシート、モデル制作

アイデアを具現化できる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

求められる以上のクオリティを目指した前
向きな姿勢で課題を完成させることが出来る

2 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら進捗できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階においてルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバックを行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組状況

： 完成作品に至るまでの、試作による積極的なトライアンドエラーについて評価します。
40％

資料に基づくプレゼンテーション

： デザインポイントを的確に伝えることができているかについて評価します。
20％

期末試験評価（作品提出）

： 成果物の完成度、コンセプトの独自性について評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
web系メディア

DEZEEN / designboom

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学修時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業時までに草案を練り上げてくること。
各提出物は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。
また、「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

東館研究室

備考・注意事項： メールによる質問にも応える。
メールでの質問を行う場合、必ず学年と氏名を記述すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、課題説明
授業構成、評価方法、スケジュールの確認をします。

演習課題テーマに対する情報収集

2時間

第2回

リサーチ、イメージボート作成
イメージをまとめます。

イメージボードの完成

2時間

第3回

アイデア検討
イメージからデザインアイデアへの落とし込み。

アイデアスケッチ

2時間

第4回

プラン、アイデアチェック

スタディモデルの作成、デザインプランの再
検討

2時間

プラン、アイデアの個別指導。
第5回

試作検討
試作による形状のチェック、検討を行う。

試作を繰り返し、形状模索

2時間

第6回

制作1

自主制作、授業の進捗に合わせ作品制
作を進める

2時間

自主制作、作品を完成させる、プレゼンテー
ションの準備

2時間

プロトタイプモデル

各自のプランに基づき、プロダクトモデルを制作する。
第7回

制作2

ブラッシュアップ

アイデアをシンプルに表現するために、モデルのブラッシュアッ
プを行う。
第8回

課題中間プレゼンテーション
個人プレゼンテーション。学生間の意見交換と教員による批評。

作品撮影し、ポートフォリオにまとめる

2時間

第9回

アイデア再検討
デザインアイデアの再検討。

使用素材のリサーチ、検討

2時間

第10回

プラン、アイデアチェック

スタディモデルの作成、デザインプラン、使
用素材の再検討

2時間

プラン、アイデアの個別指導。
第11回

制作方法検討
試作による形状のチェック、制作方法の検討を行う。

試作を繰り返し、形状模索

2時間

第12回

制作1

自主制作、授業の進捗に合わせ作品制
作を進める

2時間

自主制作、作品を完成させる、プレゼンテー
ションの準備

2時間

作品撮影し、ポートフォリオにまとめる

2時間

プロトタイプモデル

各自のプランに基づき、プロダクトモデルを制作する。
第13回

制作2

ブラッシュアップ

アイデアをシンプルに表現するために、モデルのブラッシュアッ
プを行う。
第14回

課題最終プレゼンテーション
個人プレゼンテーション。学生間の意見交換と教員による批評。
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習５【FC】
平井悠土/金嵜真一郎
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

該当する
アパレル企業のデザイナーとしての勤務。

実務経験の概要

授業概要
デジタルを用いたテキスタイル、ファッションのデザインを行う、素材に関して実際に制作を行います。ノート型パソコン、ペンタブレッ
トを用い、illustrator、photoshopでのデザインの制作方法を学びます。デザインの現場に携わる教員から社会・現場で活用できるスキ
ルを身につけます。世の中のデザイナーはどのようにしてデザインをテキスタイルに落とし込んでいるか、また、素材作りの方法とはどのよう
にするのか、現場での作り方も学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

illustrator、photoshopでのテキスタイルデ
ザイン制作する技術

イメージをPCで作り上げることができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

テキスタイル制作の様々な方法を自分のデザ
インと合わせて検討することができる。

プリント以外の制作方法を認識することがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

illustrator、photoshopの使用方法からデー
タ管理ができる

2 ．DP5.計画・立案力

各自のデザインするテキスタイルを展開し発
注することができる

3 ．DP6.行動・実践
4 ．DP7.完遂

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
テキスタイルの制作現場への見学、産地への見学を行う際の参加。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

制作物（デジタルデータ、テキスタイ ： コンセプト、テーマに合わせテキスタイルのデザインがiluustrator photoshopの両方向から制
ル）
作しテキスタイルに結びついているかを評価します。
40％
制作技術、発想アイデア

： オリジナリティのあるデザインをデジタル技法を用いいかに展開する技術を持ち得ているかを評価
30％

期末試験評価、作品提出

： 成果物までの過程をまとめたポートフォリオ、完成作品を評価する
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内容に応じて適宜参考資料を提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学習が求められる。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜14:40~16:10,16:20~17:50

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 時間: 授業の前後
場所: 授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

導入・課題説明、デザイン画の制作
シャツ制作についての導入。シャツの歴史、パーツの意
味を学び、シルエット・ディテールの応用からデザイン展
開。シャツの構造を研究。

シャツの半身を分解(標本作成)、資料リサー
チ、デザイン構想

2時間

第2回

基本型シャツの製図
ベーシックシャツ(台衿付きシャツカラー)の平面製図。
第1回の課題である【シャツの分解標本】を参考にパターンを分
析する。

シャツの平面製図

2時間

第3回

基本型からアレンジ平面製図テクニック

デザインシャツの平面製図、デザイン画仕
上げ

2時間

独創的なシルエットをパターンで表現する力を身につける。
基本型からバリエーションを加えるテクニックを習得。
専門演習6で考えているテキスタイルプリントを意識しデザイ
ンの構想を具体化。
第4回

トワル作成1
基本型シャツの製図をシーチングにトレースし、
トワルを組んで(ピンワーク)シルエット・バランスをチェックす
る。補正方法を学ぶ。

トワル作業

2時間

第5回

工業用パターン作成
パターンを修正し、縫代付きパターンを作成。
パターンチェックを行い、企業が使用しているパターンの仕
上げ方法を習得。
縫代処理を学び、ハンガーイラストを描き、仕様書を作成する。

仕様書、工業用パターン作成

2時間

第6回

トワル作成2
工業用パターンを使用し シーチングを裁断、芯貼り、印
付け、縫製。
シャツ縫製に関するポイントやテクニックを学ぶ。

裁断、芯貼り、縫製

2時間

第7回

基本型からアレンジ立体製図テクニック
立体で表現し、パターン化する力を身につける。
基本型からバリエーションを加えトワルをパターン化する。

デザインシャツの立体製図

2時間

第8回

テキスタイルを用いる
専門演習6で制作したテキスタイル素材へ、基本型シャツの工業
用パターンを使用し裁断。
トワルを組んだ流れと同様に制作へ結びつけます。

裁断、素材とデザインのマッチング検討

2時間

第9回

ミントデザインズ課題のパターンメイキング
専門演習6と平行してこの授業は進行します。専門演習６で制
作したデザイン画をもとにパターンメイキングをおこないま
す。また、製作中のテキスタイルとも確認しながら、シルエッ
トの調整をおこないます。

パターンメイキングの進行

2時間

第10回

ミントデザインズ課題のトワル制作
製図をシーチングにトレースし、トワル制作に入る。
パターンを修正する。

トワル制作作業の進行、パターン修正

2時間

第11回

テキスタイル素材との検討
完成したテキスタイル素材と、修正後のパターンを照らし合わ
せ、さらにブラッシュアップさせます。この際、トータルデザイ
ンとしての作品完成を考慮し、アイテムやプレゼンテーショ
ンの演出も検討します。

工業用パターン制作、アイテムの構想

2時間

第12回

トワル制作の完了、テキスタイル素材の裁断
トワルが完成したら、再度テキスタイルと照らし合わせ、形や素
材そのものを修正します。
そのうえで、制作したテキスタイル素材を裁断していきます。

トワル縫製、裁断作業の続行

2時間

第13回

縫製作業から作品完成へ
個々の作品の縫製作業をおこない作品完成させ、プレゼンテー
ションにむけての準備をする。

縫製、プレゼンテーション準備

2時間

第14回

基本型シャツ制作の縫製
基本型シャツ制作の課題再開。第８回で裁断の終えたテキスタイ
ルを縫製。

縫製

2時間

第15回

プレゼンテーション
作品をプレゼンテーションし講評します。
授業終了後１週間以内に作品を提出（期末試験として評価する）

プレゼンテーションの振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習５【IP】
脇康隆/中村泰剛
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

中村先生：レンダラーとして、「Sketch-Up」等のソフトウェアを使用し、設計事務所、広告代理店など
に対し、建築パース作成業務を行う。(全7回）
脇先生：製造会社、特許事務所において図面制作に関する業務に携わった後、CAD、製図、ICTをはじめとす

授業概要
インテリアデザイン（前半／中村T）について：デザイン表現における、2次元図面の応用と技術の向上を養成。また3D-CAD（Sketch-Uｐ）の基
礎的な操作技術の習得を目指す。後半には、グループワークを取り入れ、習得した3D-CADを活用してプレゼンテーションを実施する。プロダク
トデザイン（後半／脇T）について：プロダクトデザインに必要な図面知識およびデザイン表現を学習すると共に、Fusion360を用いた3次
元CADソフトウェアによる3次元モデリングスキルを習得することを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Fusion360によるプロダクトデザインの基本
操作技能

Fusion360による正確なモデリング作成がで
きる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Sketch-Upによるモデリングの基本操作技能

Sketch-Upによる正確なモデリング作成がで
きる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

3次元モデリング技術を基に、自らのアイデ
アによるデザイン作成ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
Google Classroom を用いた演習課題提供学習

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
15％
CAD操作習得状況

： PCおよびCAD操作に関してのルールを遵守すると共に、積極的且つ真剣に課題に取り組んでいるか
を評価します。具体的には、自己評価シートの記入を用いて行います。
： 授業内でのCAD操作および課題提出により習得状況の評価を行います。

30％
総合演習

： 制作物のコンセプト、完成度を評価します。
40％

定期試験

： 提出物の独自性、完成度について評価します。
15％

使用教科書
指定する
著者
株式会社コステック

タイトル
教育書籍部 ・

出版社

1からはじめるFusion360

614

・ 株式会社コステック

出版年
・

2018 年
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参考文献等
中村先生：
「SketchUp パーフェクト 作図実践編」発行 エクスナレッジ
「やさしく学ぶ SketchUp」発行 エクスナレッジ
その他授業中に指導

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2コマ2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 別途、授業にて知らせる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

３D ＣＡＤの操作・基礎①（SketchUp ツールマスター）
Sketch-Upの基本操作
Sketch-Up起動と終了、画面構成、ツールバーの表示と設定、画
面操作、スナップ
必須ツールのマスターを学びます。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第2回

３D ＣＡＤの操作・基礎②（SketchUp 立体モデル）
Sketch-Upの基本操作
練習図面を使用して指定寸法で立体モデリングの作成を学びま
す。
モデルの作成を行います。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第3回

３D ＣＡＤの操作・基礎③（SketchUp 室内モデル）
Sketch-Upの基本操作
練習図面を使用して指定寸法で立体モデリングの作成を学びま
す。
室内モデルの作成を行います。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第4回

３D ＣＡＤの操作・基礎④（SketchUp 2階建て住宅モデル）
Sketch-Upの基本操作
練習図面を使用して指定寸法で立体モデリングの作成を学びま
す。
2階建て住宅モデルの作成を行います。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第5回

３D ＣＡＤの操作・応用①（SketchUp 写真照合）
習得したSketch-Upの応用、活用として
写真照合機能を使用したモデル作成を行います。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第6回

３D ＣＡＤの操作・応用②（SketchUp 2階建て住宅モデル2）
Sketch-Upの応用操作
練習図面を使用して指定寸法で立体モデリングの作成を学びま
す。
室内形状も含めた2階建て住宅モデルの作成を行います。

制作に必要な要素の収集と作成補充

2時間

第7回

３D ＣＡＤの操作・応用③（SketchUp 2階建て住宅モデル2）
３Dモデリングを使用したパースの作成
作成した2階建て住宅モデルを使用し
見どころになるパースアングルを決めて、パース作成を行いま
す。
授業終了後1週間以内にSketchUpによる最終課題を提出。

総復習

2時間

第8回

3次元CADの基礎（Fusion360 インターフェース、画面操作、プ
リミティブソリッド）
Fusion360についての概要や初期画面構成、基本モデリング機
能の操作を理解・習得する。

画面構成、基本操作の理解、授業課題の再作
図

2時間

第9回

3次元CADの基礎（Fusion360 スケッチと拘束、フィーチャー基
本、フィーチャー編集）
スケッチ機能と拘束機能ならびにこれを用いた３Dモデル構築
法についての操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第10回

3次元CADの基礎（Fusion360 スケッチ編集、フィーチャー編
集、フィーチャー応用）
フィーチャー編集、スケッチ編集、様々なモデリング手法につい
ての操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第11回

3次元CADの基礎および応用（Fusion360 フリーフォーム機能）
フリーフォーム並びにその編集方法、活用方法についての操
作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第12回

3次元CADの応用操作（Fusion360 レンダリング、データ変換技
術、様々なデザイン制作）
物理マテリアル・外観操作、レンダリング手法、様々なモデリン
グ作成法およびデータ変換手法を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第13回

3次元CADの基礎および応用（Fusion360 アセンブリ応用、2次
元図面化）
アセンブリ技術、2次元図面化ついての操作を理解・習得する。

授業課題の再作図、コマンド操作の練習

2時間

第14回

3次元CAD総合演習
Fusion360を用いた3次元モデリング総合・総括演習
授業終了後1週間以内にFusion360による最終課題を提出。

3次元CAD操作の確認、改善および向上

2時間

615

4576

333

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習４【TF】
川上須賀代
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
フリーランスで、コンテンポラリーダンス、ミュージカルや舞台俳優の舞台衣装を企画・設計（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
３年生展、舞台衣装発表へ向けての制作として、チームで舞台衣装を制作する。舞台衣装の実践力だけでなく、演者と学生が協働し舞台芸
術に必要な知識と技術、コミュニケーション能力を高める授業となります。舞台演出の台本を読み込み、デザイン発想から動きを考慮した役
者の採寸方法、衣装の基礎となる機能的なパターンを作成し、縫製、修正方法までを学びます。役者に実際に着用してもらい、役者が抱える課
題をヒヤリングし、分析、実験し解決していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

コミュニケーションを通じて、様々な課
題の発見から主体的に衣装製作に取り組む

役者が抱える課題を理解し、問題解決に向け
て機能的な衣装を制作できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

舞台衣装を制作する為の必要なテクニッ
クを学ぶ

舞台衣装デザインから機能的パターン、縫
製までを一連の作業として完成させる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

コミュニケーションを通じて、課題を発見す
る

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてられる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら主体的に行動し、スケジュール調整しな
がら実践できる

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことがで
きる

5 ．DP10.忠恕の心

周りの人を思いやり、人の立場になっ
て考え行動できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション

： 提案力、表現力を視点に評価する。
15％

グループ活動（展覧会運営）

： 自主性、統率力、協調性を評価する。
15％

作品制作の企画・アイディア

： 企画性、新規性、表現力を評価する。
10％

期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。
50％

学修到達度評価

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

616

4576

参考文献等
授業内容に応じて適宜参考資料を提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められる。
本授業は、舞台衣装制作を行う上で、舞台上で動きやすい衣装を制作するために重要な制作課題です。演目内容を理解し、役柄にあったデザイ
ンを発想し、機能的パターンに落し込み縫製する技術を習得してください。後期の外部コラボに向けての基礎となりますのでマスターしてくだ
さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜

場所：

東館研究室

10:30~12:10

備考・注意事項： 教室にて授業前、後に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス 講義の進め方、目標設定
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明する
・授業概要と進め方説明
・外部コラボの目的
・制作スケジュールの確認
・台本読みを行い、キャラクターを想定。
・研究倫理教育を行う

デザイン画進行の為に、事前調査

4時間

第2回

舞台演目の調査と分析
・舞台演目について内容説明
・舞台監督より演目の課題提供と説明
・舞台上での役者の動きを確認
・質疑応答
・演目内容を把握した上で、グループ内でデザインの方向
性をディスカッション
・デザイン提案に向けて役割分担

デザインの検討・創出

4時間

第3回

舞台衣装デザインの発想
・役柄に沿った舞台衣装デザインを考える
・デザイン画3体（着色）
・使用する素材・装飾を考えイメージマップを作成
・事例紹介
・プレゼンテーションの準備

デザイン画の完成

4時間

第4回

デザイン提案①
・役者にデザインマップを見せてプレゼンテーションを行う
・役者からの講評
・デザイン画の変更点の確認・調整・修正
・再提案に向けてデザイン画を描く
・採寸

修正デザインを完成させる

4時間

第5回

制作に向けてのパターンメイキング
・見頃原型のパターンメイキング
・デザイン提案後、役者の採寸を行う
・採寸を元に役者の見頃原型を作図
・採寸を元に機能的パターンを作成する
・トワルを組み立て準備

トワル作業準備

4時間

第6回

仮縫い準備
・シーチングでトワルを組み立てる。
・役者に合わせて仮縫いフィッティング
・修正箇所をマーキング

トワルを完成させる

4時間

第7回

仮縫い後の修正（パターンメイキング）
・仮縫い後、パターンを修正
・本番用生地を裁断準備
・縫製の準備

課題の続行

4時間

第8回

裁断から縫製へ
・裁断を終わらせ、衣装の縫製に入る

裁断まで完成させる

4時間

第9回

縫製/シルエットの調整
中間学修到達度の確認と面談等を行う
・縫製の続行
・シルエットの調整を行う。

課題の続行

4時間

第10回

中間審査
・プレゼンテーション
・クラス内で舞台衣装のシルエット確認
・進捗確認

スケジュール調整を行い、課題の続行

4時間

第11回

装飾の制作
・舞台衣装に装着する装飾についての説明
・舞台映えする為のヒント
・装飾資材の使用方法
・装飾を制作する

装飾を制作

4時間

第12回

舞台衣装と装飾のバランス調整/副資材の手縫い
・制作した衣装に、装飾をつけてバランスの調整を行う
・調整後、最終フィッティングに向けて仕上げていく
・手縫い作業を行う

手縫い作業を完成させる。縫製の続行

4時間

第13回

最終フィッティング
・完成した衣装を役者に着装してもらい、動き・シルエットの確
認を行う
・役者からのヒヤリング、課題を確認
・修正箇所を分析、改善を行う

縫製作業進行

4時間

第14回

納品

展示作業

4時間

617

4576
最終の学修達成度の確認と面談等を行う
・最終仕上げ
・完成した衣装を納品
・演習の振り返り
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。

618
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習６【IP】
中村泰剛/深谷友貴
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

レンダラーとして、「Sketch-Up」等のソフトウェアを使用し、設計事務所、広告代理店などに対し、建
築パース作成業務を行う。（中村）（全7回）
デザイン事務所にて３DCG表現を中心としたデザインワークに従事。（深谷）（全7回）

授業概要
デザイン表現における、2次元図面の応用と技術の向上を養成。また3D-CAD（Sketch-Uｐ,Fusion360，solidworks)の操作技術を習得し魅力
的な3D表現を作成できることを目指す。さらに、3D視点の強化を促し、物の見方に奥行きと幅を持たせ、より芸術的な視点を養う。
後半には、グループワークを取り入れ、習得した3D-CADを活用してプレゼンテーションを実施。
実務のプレゼンテーションスキルとして、コミュニケーション能力の向上や傾聴力の養い等、のちの就職活動へ役立てる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトデザインに関する専
門知識

CADの技術習得により、デザイン系の学生と
しての能力の強化ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインに関する専
門知識

各分野において、専門的な表現および制作が
できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

社会問題に着目し、問題解決に向けて構
想し提案ができる。

2 ．DP6.行動・実践

学んだ情報を元に、自らが新たなアイデ
アを発想し、表現することができる。

3 ．DP4.課題発見

デザインを実現するための問題を見つ
け出し、積極的に問題解決に向けた実践がで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

制作物

： 「提案性」「独自性」「コンセプト」「完成度」について評価する。
50％

プレゼンテーション

： 「ソフトの理解度」「伝達度」「独自性」について評価する。
20％

授業態度

： 「自主性」「授業参加度」について評価する。
10％

試験（作品提出）

： 「課題の理解度」「完成度」について評価する。
20％

使用教科書

619

4577

特に指定しない

参考文献等
授業にて随時紹介

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学習時間が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業時までに草案を練り上げてくること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： メールでの質問も可能。メールで質問をする場合は、学年と氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

３D ＣＡＤの操作・基礎①（SketchUp ツールマスター）、研
究倫理
Sketch-Upの基本操作
Sketch-Up起動と終了、画面構成、ツールバーの表示と設定、画
面操作、スナップ必須ツールのマスターを学びます。
また、研究倫理教育の実施。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第2回

３D ＣＡＤの操作・基礎②（SketchUp アプリケーションの連
携①）
Sketch-Upの基本操作
サンプルモデルなどを使用し
多様化するヴィジュアライゼーション方法を学びます。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第3回

３D ＣＡＤの操作・基礎③（SketchUp アプリケーションの連
携②）
Sketch-Upの基本操作・応用
サンプルモデルなどを使用し
他のアプリケーションと連携しながら
ヴィジュアライズ化（パース作成）の為に
必要な準備と制作方法を学びます。

配布図面の再作図と習得した操作の練習

2時間

第4回

３Dモデリングによるプレゼン制作①（要素収集とモデリング）
プレゼン概要の構成
習得したSketch-Upの応用、活用として課題提示にそれぞれ
の、発想を元に制作に取り掛かります。

制作に必要な要素の収集と作成補充

2時間

第5回

３Dモデリングによるプレゼン制作②（モデリング）
建造物の３Dモデリング
制作に関する必要な要素の収集、作成を行います。

制作に必要な要素の収集と作成補充

2時間

第6回

３Dモデリングによるプレゼン制作③（モデリングへシーンの追
加）
建造物の３Dモデリング
シーンの作成（見どころになるアングルを決めて）を行います。
プレゼン発表内容の内訳の作成に取り掛かります。

制作に必要な要素の収集と作成補充

2時間

第7回

プレゼンテーション
発表と評価
発表に関しては、コンセプトや見どころ、作成時苦労した箇所
等 聞き手にしっかりと伝わるように。
評価に関しては、聞く態度、聞く耳等、傾聴力の養いを行いま
す。

総復習

2時間

第8回

3D CADの操作・基礎（Fusion360）
■デザイン現場における3DCADの現状について
・デザインの現場における３DCADの使用状況
・社会的に求めらる用途について

Fusion360 基礎モデリング制作

2時間

Fusion360 応用モデリング制作

2時間

Fusion360 応用モデリング制作

2時間

作品パネル制作

2時間

■Fusion360 基礎
基礎立体の作成（複数課題）を通して
多種多様な造形様式に対応できるよう様々な簡易形状の
立体を作成することで基本操作及び応用を習得する。
第9回

3D CADの応用（1)（Fusion360）基礎立体造形の応用
■Fusion360 応用（１）
・前項、基礎立体の造形制作の応用
・質感設定
・レンダリング
造形→質感設定→レンダリングと一連の制作過程を通し
作品制作の基礎を習得

第10回

3D CADの応用（２)（Fusion360）質感設定
■Fusion360 応用（２）
・前項、基礎立体の造形制作の応用
・質感設定
・レンダリング
造形→質感設定→レンダリングと一連の制作過程を通し
作品制作の基礎を習得

第11回

作品パネル制作①（Fusion360）基礎解説
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■Fusion360 作品制作①
・パネル制作基礎解説
・３DCG（Fusion360)を活用したパネル制作
・モデリング
・制作のスケジュール管理
制作は個々のデザイン表現を高めることを目指すと同時に
共同展示を意識した「調和」も表現にとりいれる。
条件下におけるデザイン表現を学ぶ。
第12回

作品パネル制作②（Fusion360）モデリング
■Fusion360 作品制作②
・作品を３DCG（Fusion360)で表現したパネル制作
・モデリング
・レンダリング

Fusion360の操作復習

2時間

第13回

作品パネル制作③（Fusion360）レンダリング
■Fusion360 作品制作②
・作品を３DCG（Fusion360)で表現したパネル制作
・レンダリング
・パネル制作（Illustratorによる制作、メインイラス
トは3DCGとする）
・出力

プレゼンテーション準備

2時間

第14回

プレゼンテーション
発表と評価
制作したパネルを使用してのプレゼンテーション。
制作意図が正確に伝達できているか
伝達、表現方法へのこだわり、工夫が考えられているか等
総合的な評価をします。

作品のアーカイブ

2時間

第15回

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習６【TF】
野口陽子
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

該当する
アパレル企業にてパタンナー、デザイナーとして勤務。婦人服、子供服、紳士服を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
『平面製図とファッション３Ｄモデリング操作を学ぶ』
ジャケットの構造・製図理論と作図方法、デザインに応じたパターン操作方法とトワルを組み立てる技術を習得します。製図したパターンを工
業用パターンに展開し、仕様書を仕上げアパレル産業に対応できるスキルを身に付ける。ファッション３Ｄモデリング演習では着用イメー
ジ・テキスタイルのシミュレーション可能な３Ｄ画像の操作技術を身につけ、立体デザインと素材の特性をとらえる技術・創造力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ジャケットの構造・製図理論と作図方法、デ
ザインに応じたパターン操作方法を習得

原型パターンを展開し、デザインに応じた製
図作成ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ファッション３Ｄモデリング基本的な操作方
法を習得

２Ｄ（平面パターン）を３ＤＣＧに作成し
し、データーの書き出しができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題の内容や目的を理解し、学んだ技術を作
品に応用できる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題に必要な作業を見極め、制作の計
画を立てられる。

3 ．DP6.行動・実践

課題を発展させて作品に生かすことができる

4 ．DP7.完遂

ファッション３Ｄモデリングで修得した知
識や技術をデザインやパターンに活用できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題１

： ジャケット製図の理解度・工業用パターン・仕様書の完成度で評価する
20％

授業内課題２（トワル組み）

： 完成度で評価する。
20％

ファッション3Dモデリング操作

： 理解度・データーの完成度で評価する。
10％

課題の取り組み方

： すべての課題を提出しているか否か。
10％

課題提出期限の厳守

： 指定された提出期限を守れたかどうか。遅れた場合には減点する。
10％

試験(作品提出)

： 課題作品の理解度・完成度で評価する。
30％

使用教科書
指定する

622

4581
著者

タイトル

文化服装学院編

・

出版社

文化ファッション大系 服飾造
形講座４ ジャケット・ベスト

・ 文化出版局

出版年
・

2012 年

参考文献等
参考文献：授業中に提示

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の演習科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業時間外での制作と復習を自主的に行い、その習慣を身につけること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス 制作物について・ジャケット原型
授業、制作物に関しての説明。1/2身頃原型を用いて
体、3面体、4面体のジャケット原型を作成

ジャケットのリサーチ

2時間

2面

第２回

デザインジャケットのパターンメーキング（身頃）（襟）
身頃原型のダーツを操作の説明
ジャケットの縮尺製図
・デザインジャケット（プリンセスライン、パネルライン）の身
頃製図
・テーラードカラーの襟製図

授業内課題の製図を完成させる

2時間

第３回

デザインジャケットのパターンメーキング（身頃）（襟）
ジャケットの縮尺製図
・デザインジャケット（シングル・ダブルブレスト）の身頃製図
・ショールカラーの襟製図

授業内課題の製図を完成させる

2時間

第４回

デザインジャケットのパターンメーキング（袖）

袖の製図を完成させる。ジャケットのデザイ
ンを考えておく。

2時間

ジャケット袖の縮尺製図
・袖山のメカニズムを説明
・身頃原型を用いて２枚袖を製図
第５回

デザインジャケットのパターンメーキング（実寸製図）
・1/2縮尺で製図した中から デザインを応用し実寸で製図

１型パターン完成させる

2時間

第６回

デザインジャケットのパターンメーキング（工業用パターン）
パターンチェックの方法、縫代処理を説明
・全てのパーツをトレースする
・工業用パターンを作成

工業用パターンを完成させる

2時間

第７回

仕様書作成
縫製仕様書の説明（仕様図、ハンガーイラストを描き方等）
・縫製仕様書を作成

仕様書を完成させる

2時間

第８回

ジャケットのトワル組み準備
・全てのパーツをシーチングにトレースする
・トレースしたものを裁断

裁断まで完成

2時間

第９回

ジャケットのトワル組み
・トワルでシルエットを確認
・修正方法を説明

トワル組み立てまで完成

2時間

第１０回

ファッション３Dモデリング導入
・ファッション3Dモデリングの基本操作説明

操作のおさらい

2時間

第１１回

ファッション３Dモデリング基礎１
・３Ｄ画面で立体でパターンを作成
・２Ｄ画面で平面パターンを確認

操作のおさらい

2時間

第１２回

ファッション３Dモデリング基礎2
・作成したパターンを３Ｄモデルに着用させウオーキングで動き
を確認
・生地の揺れ方、落ち感、シルエットをチェック

操作のおさらい

2時間

第１３回

ファッション３Dモデリング応用１

ファッション３Dモデリングでデーターを仕
上げる

2時間

演習を振り返り、課題を整理しておく

2時間

オリジナルデザイン作品を制作
・３Ｄ画面で立体パターンを作成
・作成したパターンを３Ｄモデルに着用させウオーキングで動き
を確認
データーを提出
第１４回

演習のまとめ・振り返り
・演習の振り返り
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います。
授業終了後１週間以内に課題を提出（期末試験として評価する）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習４【IP】
赤西信哉・根津武彦
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
インテリアデザイナー、プロダクトデザイナーとして、企画・デザイン・展示に従事。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この演習では、より専門性の高い演習内容を実施するため、インテリア系、プロダクト系の二つの専門に対する課題を並行して進める。
インテリア系においては、住環境に関わる現代社会的の問題をテーマに戸建て住宅を計画し、コンペなど社会に対してその成果を公開すること
を前提に進める。プロダクト系においては、本格的な木工家具の実作を通して、ものづくりのノウハウを体得することで卒業制作へ向けた大き
なステップとしたい。完成作品は学外にて展覧会発表する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア、プロダクトデザインの社会
的な知識・技能を理解できる。

インテリア、プロダクトデザインの社会
的なテーマに関して、計画、立案ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

身につけた専門知識、技能から、展覧会展示
作品の企画、デザイン、制作を行うことがで
きる。

社会的な価値を見出した作品を制作し、社
会に対して作品発表することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

デザインを実現するための問題を見つけ出す
ことができる

2 ．DP5.計画・立案力

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら、進捗することがで
きる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら発見した課題に対して積極的に解
決に向けた実践ができる。

4 ．DP7.完遂

最適な回答にたどり着くために、デザイ
ンの検証を繰り返し、丁寧な作業を全うし
て高い完成度を目指すことができる。

5 ．DP10.忠恕の心

「3年生展」において、自らの責任を果た
し、仲間と連携した企画、運営をおこなうこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品展示・プレゼンテーション

： 提案力、表現力を視点に評価する。
15％

グループ活動（展覧会運営)

： 自主性、統率力、協調性を評価する。
15％
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作品制作の企画・アイディア

： 企画性、新規性、表現力を評価する。
10％

期末試験評価・作品提出

： 独創性、創意工夫、完成度を評価する。
50％

学修到達度評価

： 学修到達目標について6項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業にて紹介

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められます。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業までに草案を練り上げてくること。
各提出物は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 質問がある場合はメールでも受け付けます。メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えま
す。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題説明 研究倫理教育
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
インテリア系課題、プロダクト系課題の内容説明、到達目
標を明らかにする。
研究倫理教育の実施。

各課題テーマの検討、リサーチワーク

2時間

第2回

テーマ決定、ブレーンストーミング
ブレーンストーミングを通して、制作テーマの討議、決
定を行う。

テーマに関する考察、リサーチブックの作成

2時間

第3回

テーマに対する考察の発表
グループミーティング形式で各自の考察、リサーチ内容について
の討議を行う。

考察をもとにした作品アイデアの立案

2時間

第4回

アイデア発表

アイデア展開、スタディモデルによるデザイ
ン検討

2時間

プレゼンテーション形式で各自のデザインアイデアを共有する。
各自のデザインコンセプトを構築する。
第5回

デザイン展開、基礎設計、コンセプト再構築
スケッチ、モデルによるスタディを経て、機能性、意匠性、構
造を兼ね備えたデザインへと落とし込む。

図面検討

2時間

第6回

図面チェック、プラン決定

図面作成、スケールモデル作成、中間講評会
準備

2時間

合評における評価、他学生のコメン
トを受け、コンセプトの練り直し、プラ
ンの再検討を行い、デザインに反映。

2時間

デザインの方向性を決定し、図面、スケールモデルによるディ
ティールの検討を行う。
第7回

中間講評会
合評形式にて、各自のデザインコンセプト、プランをスライド
ショーを用いてプレゼンテーションを行う。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

第8回

作品制作１（インテリアファイナルモデル制作／プロダクト詳
細設計、マテリアルの検討と手配）
インテリア系：展示用モデルの制作を開始する。
プロダクト系：制作図面を作成し、作品制作のために必要な材
料の調達を行う。

制作図面の調整、工程表の作成

2時間

第9回

作品制作２（インテリアファイナルモデル制作／プロダクト工
程検討、材料切り出し加工）
インテリア系：展示用モデルの制作。
プロダクト系：スケジュール、加工方法、制作手順の確
認を行う。制作を開始する。

作品制作。「３年生展」企画ミーティン
グ、展示計画、展覧会什器の制作。

2時間

第10回

作品制作３（インテリアファイナルモデル完成／プロダクト部
材調達）
インテリア系：展示用モデルを完成させる。
プロダクト系：必要部材を選定し調達する。

作品制作。「３年生展」企画ミーティン
グ、展覧会什器の制作。

2時間

第11回

作品制作４（インテリアプレゼンボード制作／プロダク
ト組み立て工程）
インテリア系：展示用プレゼンテーションボードの制作を開始す
る。
プロダクト系：作品を組み立てる。

作品制作。「３年生展」企画ミーティン
グ、展覧会什器の制作。

2時間

第12回

作品制作５（インテリアプレゼンボード制作／プロダクト仕
上げ工程）
インテリア系：展示用プレゼンテーションボードの制作。
プロダクト系：作品を仕上げる。

作品制作。「３年生展」企画ミーティン
グ、展覧会備品の準備。

2時間

第13回

作品制作６（インテリアプレゼンボード完成／プロダクトプレ
ゼンボードの作成）

「３年生展」企画ミーティング、作品梱
包・搬入準備。

2時間
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インテリア系：展示用プレゼンテーションボードを完成させ出
力する。
プロダクト系：作品最終調整。プレゼンテーションボードを出
力する。
「３年生展」搬入工程を確認する。
第14回

作品プレゼンテーション
作品、プレゼンテーションボードによる、「三年生展」運営
作品を社会に向けて発表することで、デザインをとおして社
会と関わる力を身につける。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)

626

展覧会場当番、来場者の対応。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習５【TF】
室田泉
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
今までおこなってきた制作のなかで素材制作を再度見直し、徹底したテキスタイルデザインと制作を行うことを目的とする。卒業制作研究へむ
けてのベースとなる素材制作ではあるが、これまでの研究制作をふまえ、各自が制作・研究テーマを決定するため、歴史、社会、芸術をはじめ
とるす多様な文化などに広く目をむけ卒業コレクションのイメージを模索する。特にこの授業では、布素材の研究、染色技法、配色バラン
ス、模様や柄などが、自分の作品においてどのような効果をもたらすかを調査実験を重ねて探りテキスタイルデザインと制作に重きを置く。自
分のイメージを表現するだけでなく、現代のファッション界においての意義や、社会性、市場性を意識したデザイン提案が必要である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各自のイメージする形をファッションデザイ
ン、テキスタイルデザインに展開できる。

衣服の形、素材にオリジナリティがある。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

テキスタイルの用途を明確にし、目的に合わ
せた制作ができる

テキスタイルプリント技法の多くを活用出
来る。縫製作業が様々な形態に対して応用で
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各自のイメージとトレンドをリサーチす
る力を持つ。

2 ．DP5.計画・立案力

リサーチ結果から自分のデザインを作り出す
ことができる。

3 ．DP6.行動・実践

デザインを素材面とシルエットの面からアプ
ローチし制作することができる。

4 ．DP7.完遂

イメージにあった作品を完成させ、コンセプ
トとともにプレゼンテーションできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

デザイン画、リサーチブック
30％
テキスタイル制作
30％
プレゼンテーション

： 自分の発想だけでなく、身の回りをリサーチし様々な事柄を導入し考えたデザインに結びついてい
るか。また、リサーチブックとしてまとめられているか。
： 卒業制作に用いることができるテキスタイルが作れているか。また、素材として通用する仕上がり
であるか。
： コンセプトとともにプレゼンテーションができているか。

10％
完成作品
30％

： デザイン画のイメージにあわせて、的確な表現が技術とともに完成しているか。
課題を独自の視点で解釈しリサーチしコンセプトを組上げられているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
ミントデザインズ：MINTDESIGNS／株式会社青幻社／2016年発行

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
最終学年の課題について十分な成果を得るためには、毎回４時間以上制作研究に取り組む必要がある
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

12：00～13：30

場所：

東館研究室

月曜日

備考・注意事項： 授業日終了後にも研究室にて対応。
murota@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス「テーマ」についての説明、リサーチ方法について
作品テーマについて、どのようなアプローチをおこなうか、リ
サーチの方法についての説明をおこない、４年生での作品を想
定しレゼンテーション、ミーティングを行う。

テーマに対するリサーチ

4時間

第2回

各自の作品の方向性、テーマ、内容についてのアイディア確
認、リサーチ、資料収集
授業外で行った、リサーチから各自の作品の方向性、テーマ、内
容について、アイディアの確認を行う。

リサーチブックのまとめ

4時間

第3回

各自のアイディアの具体化、デザイン画の作成
各自のイメージするファッションデザインのイメージを素材を中
心に考え、デザイン画に展開していく。

デザイン画制作の継続

4時間

第4回

素材・技法の研究と選択
制作したデザイン画を確認しながら、テーマにあった素材や技
法の選択を行い、材料準備にはいる。

材料のリサーチと準備

4時間

第5回

テキスタイルサンプルの制作（技法の選択）
デザイン画から、マテリアルを確認し、シルエットとの整合
性を確認しながら、テキスタイル制作の技法の選択を行い、５点
以上の素材サンプル制作に入る。

テキスタイル制作、染色準備

4時間

第6回

テキスタイル素材の制作
サンプル結果とデザイン画を確認しながら、３m以上のテキスタ
イル制作に入る。

テキスタイル制作の続行

4時間

第7回

中間合評（作品の方向性の確認と表現方法、素材、技法の決
定）
完成したテキスタイルとデザイン画、リサーチ結果をあわせて方
向性の確認もふくんだプレゼンテーションを行う。ポートフォリ
オとして提出。

パターン制作準備

4時間

第8回

各自の方向性に合わせた制作への導入
今までの結果から成功した素材、チャレンジしたい素材、うまく
いかなかった素材を検証し、各自の方向性と合わせて、絶対
的に得意な作り方とクオリティのアップにつながる方法を探る。

テキスタイルの検証

4時間

第9回

技法についての選択
自分自身の検証した結果を元に、様々なプリント技法がマッチす
るのか、それとも素材加工そのものがマッチするのかを新たなデ
ザイン画をベースに考察する

トレンドと歴史のリサーチ

4時間

第10回

素材加工へのチャレンジ
素材加工のサンプル制作。素材そのものの特性と加工方法からサ
ンプルを制作。
後に、リサーチ結果とデザイン画、自分自身の方向性の検証か
ら、素材制作のベースとなる作り方を確定する。

サンプル制作

4時間

第11回

オリジナル素材制作へのチャレンジ
サンプル結果と自身のデザイン画、方向性の検証から制作方
法を確定し、再度デザイン画を制作する。

テキスタイルデザイン画の制作

4時間

第12回

オリジナル素材の実制作
完成したデザイン画から、素材、技法を選択し実制作に入る

制作作業の続行

4時間

第13回

オリジナル素材の完成
素材を完成させる。

作業から仕上げへ

4時間

第14回

作品完成と講評 プレゼンテーション
作品の完成から、プレゼンテーションを行う。
講評を受け、４年次での制作方針を固める

ポートフォリオのまとめ

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習５【IP】
山下麻子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
設計事務所に勤務しており、住宅から店舗まで幅広く家具やインテリアの設計に携わる。（全15回）

実務経験の概要

授業概要
専門性の高い演習内容として、社会におけるデザイン活動を念頭に、インテリア系プロダクト系に対して共通の課題を進める。企業から出され
るテーマを元に学生たち自身で新たな商品の提案を行い、最終的に企業においてプレゼンテーションを行う。社会におけるデザインの影響
力を学ぶためのリサーチに始まり、デザインを通して多角的な視点でのプロセスを学ぶ。前半は製品概要確認や市場調査を行い、ユーザー視
点での目的を分析。後半はメーカー製品としてシリーズ商品の企画・デザインを行い、調査、企画、デザインのプロセスを学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

デザインに対する社会からの要求の理解

社会の動向に着目し、自身のコンセプ
トに取り込むことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインの社会的技
能

社会的な背景に立脚し、企画から制作ま
でトータルのデザインをマネージメントでき
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

客観的な判断をもとに立案できる。

2 ．DP6.行動・実践

豊かな発想力によって、未知の課題にも創造
的に取組むことができる。

学外連携学修
有り

(連携先：綿半ホールディングス)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題への取組み状況

： 授業内および時間外学習の成果を評価（15回×2％）
30％

期末試験評価

作品提出

： 分析力、独自性、客観性、クォリティ、プレゼンテーション力を評価
70％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「現代建築に関する16章」著者：五十嵐太郎／講談社現代新書

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2コマ2単位の科目であるため、毎回2時間以上の授業外学習時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業時までに草案を練り上げてくること。
各課題は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。
課題成果物は、学外での展示発表を予定している。グループワークによる、展示発表の為の企画運営の積極的な参加姿勢を望む。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合は、メール(asako@geneto.net)にて受け付けます。
メールには必ず氏名、所属を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題説明
イントロダクション、テーマレクチャー、チーム分け、製品概
要の確認、製品調査について

事例リサーチ

2時間

第2回

企画、調査１

制作目的、コンセプトリサーチ、調査結
果の整理・確認

2時間

インテリア系プロダクト系：事例リサーチ、分析発表
分析から、どの方向性を目指すかチーム毎に話し合う
第3回

企画、調査２
インテリア系プロダクト系：制作目的、コンセプトの決定。
チーム毎に案出し開始。

材料リサーチ、案出し、スケッチ

2時間

第4回

企画、調査３
インテリア系プロダクト系：ターゲット設定、案出し、スタ
ディ開始。

デザインエスキース

2時間

第5回

基本構想１

スタディモデル制作、製品ターゲットと使
用シーンの決定

2時間

中間講評の準備、コンセプトブラッシュアッ
プ

2時間

モックアップ制作、デザインの方向性とシ
リーズアイテムの決定

2時間

インテリア系プロダクト系：基本構想・コンセプト確定、デザイ
ンの骨格、立体表現開始
第6回

基本構想２
インテリア系プロダクト系：基本構想・コンセプト確定、デザイ
ンの骨格、立体表現開始

第7回

デザイン実作業１
インテリア系プロダクト系：中間講評会。提出物：コンセプ
ト(リサーチ資料含む)、プロセススケッチ、以上をA1サイズパネ
ルにまとめる。スタディ模型。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

第8回

デザイン実作業２
インテリア系プロダクト系：モックアップ制作、デザイン実作
業（スタイリングイメージ、プレゼン準備）

スタディモデル制作、作図

2時間

第9回

デザイン実作業３
インテリア系プロダクト系：モックアップ制作、デザイン実作
業（スタイリングイメージ、プレゼン準備）、素材検討

モックアップ・模型制作、素材検討

2時間

第10回

デザイン実作業４

モックアップ・ファイナルモデル制作、プレ
ゼン準備（ボード、ppt）

2時間

モックアップ・ファイナルモデル制作、プレ
ゼン準備（ボード、ppt）

2時間

モックアップ・ファイナルモデル制作、パネ
ル制作、3Dスケッチ作成

2時間

最終ルーブリックの実施、振り返りシー
トの作成、学修成果の可視化（ポートフォリ
オ） 講評会振り返り

2時間

これまでおこなった作業の振り返り

2時間

インテリア系プロダクト系：モックアップ制作、デザイン実作
業（スタイリングイメージ、プレゼン準備）
方向性について最終の振り返り作業。
第11回

デザイン実作業５
インテリア系プロダクト系：モックアップ制作、デザイン実作
業（スタイリングイメージ、プレゼン準備）
コラージュ、3Dイメージ、プレゼン手法について再確認

第12回

デザイン実作業６、予行演習
インテリア系プロダクト系：モックアップ制作、デザイン実作
業（スタイリングイメージ、プレゼン準備）
コラージュ、3Dイメージ、プレゼン手法について再確認
プレゼン予行演習

第13回

企業プレゼンテーション
インテリア系プロダクト系共に企業に対して最終プレゼンテー
ション。提出物：コンセプト、ダイヤグラム、３D表現、以
上をA3サイズパネルにまとめる。予行演習での内容を更にブラッ
シュアップさせた上で行う。

第14回

総括
成果物、プレゼンテーションの総括。どこがいい結果を導き出し
たか、どこが足りていなかったか、各自振り返り客観的に見つ
め直す時間を設ける。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習７【TF】
川上須賀代
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
フリーランスで、コンテンポラリーダンス、ミュージカルや舞台俳優の舞台衣装を企画・設計（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
外部コラボ先のアイドルグループへ向けた舞台衣装提案として、チームでコスチュームを制作します。舞台人としての実践力だけでなく、社
会で活躍する方達とコミニュケーションを通じて社会人としての姿勢を身につけます。外部コラボ先と学生が互いに協働し舞台芸術に必要な知
識と技術、コミニケーション能力を高める授業となります。楽曲やコンセプトを読み込み、ステージ上での舞台映えするデザイン発想から動き
を考慮した採寸方法、ステージ衣装の基礎となる機能的なパターンを作成し、縫製、修正方法までを学びます。アイドルに実際に着用してもら
い、アイドルが抱える課題をヒヤリングし、分析、実験し解決していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

コミュニケーションを通じて、様々な課
題の発見から主体的に衣装製作に取り組む

アイドルが抱える課題を理解し、問題解
決に向けて機能的な衣装を制作できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

舞台衣装を制作する為の必要なテクニッ
クを学ぶ

コスチュームデザインから機能的パター
ン、縫製までを一連の作業として完成させる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

コミュニケーションを通じて、課題を発見す
る

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン画から必要な作業を見極め、制
作の計画をたてられる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら主体的に行動し、スケジュール調整しな
がら実践できる

4 ．DP7.完遂

最後まで作品を完成する能力を育むことがで
きる

学外連携学修
有り

(連携先：株式会社VINEYARD)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題

： デザイン画やパターンメイキングなどの授業内課題の完成度で評価する
30％

デザインマップ・プレゼンテーション ： デザイン提案のマップの完成度、プレゼンテーションの説明内容で評価する。
30％
期末試験評価・作品（縫製技術含む） ： デザイン画から忠実なパターンメイキングを行い、縫製が丁寧になされているかを評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内容に応じて適宜参考資料を提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められる。
本授業は、コスチューム制作を行う上で、ステージ上で動きやすい衣装を制作するために重要な制作課題です。楽曲内容を理解し、楽曲にあっ
たデザインを発想、機能的パターンを作成し縫製技術を習得してください。前期の専門基幹演習４の応用となりますのでマスターしてくださ
い。また、授業前準備として日本で活躍しているアイドルをリサーチする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜

場所：

東館研究室

10:30~12:10

備考・注意事項： 教室にて授業前、後に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス 講義の進め方、目標設定
・授業概要と進め方説明
・外部コラボの目的
・制作スケジュールの確認
・アイドルのデモからイメージを膨らます

デザイン画進行の為に、事前調査

4時間

第2回

アイドルグループの調査と分析
・アイドルグループについて内容説明
・エグゼクティブプロデューサーより課題提供と説明
・ステージ上でのアイドルグループの動きを確認
・質疑応答
・楽曲・コンセプト内容を把握した上で、グループ内でデザイ
ンの方向性をディスカッション
・デザイン提案に向けて役割分担

デザインの検討・創出

4時間

第3回

コスチュームデザインの発想
・楽曲に沿ったステージ用コスチュームデザインを考える
・デザイン画3体（着色）
・使用する素材・装飾を考えイメージマップを作成
・事例紹介
・プレゼンテーションの準備

デザイン画の完成

4時間

第4回

デザイン提案①
・エグゼクティブプロデューサーにデザインマップを見せてプレ
ゼンテーションを行う
・プロデューサーやアイドルグループからの講評
・デザイン画の変更点の確認・調整・修正
・再提案に向けてデザイン画を描く
・アイドルグループの採寸を行う

修正デザインを完成させる

4時間

第5回

製作に向けてのパターンメイキング
・見頃原型のパターンメイキング
・デザイン提案後、アイドルの採寸を行う
・採寸を元に見頃原型を作図
・採寸を元に機能的パターンを作成する
・トワルを組み立て準備

トワル作業準備

4時間

第6回

仮縫い準備
・シーチングでトワルを組み立てる。
・アイドルに合わせて仮縫いフィッティング
・修正箇所をマーキング

トワルを完成させる

4時間

第7回

仮縫い後の修正（パターンメイキング）
・仮縫い後、パターンを修正
・本番用生地を裁断準備
・縫製の準備

課題の続行

4時間

第8回

裁断から縫製へ
・裁断を終わらせ、コスチュームの縫製に入る

裁断まで完成させる

4時間

第9回

縫製/シルエットの調整
・縫製の続行
・シルエットの調整を行う

課題の続行

4時間

第10回

中間審査
・プレゼンテーション
・クラス内でコスチュームのシルエット確認
・進捗確認

スケジュール調整を行い、課題の続行

4時間

第11回

装飾の制作
・コスチュームに装着する装飾についての説明
・舞台映えする為のヒントとコツ
・装飾資材の使用方法
・装飾を制作する

装飾を制作

4時間

第12回

舞台衣装と装飾のバランス調整/副資材の手縫い
・制作したコスチュームに、装飾をつけてバランスの調整を行う
・調整後、最終フィッティングに向けて仕上げていく
・手縫い作業を行う

縫製の続行

4時間

第13回

最終フィッティング
・完成したコスチュームをアイドルに着装してもらい、動き・シ
ルエットの確認を行う
・プロデューサーやアイドルからのヒヤリング、課題を確認
・修正箇所を分析、改善を行う

縫製作業進行

4時間

第14回

納品
・最終仕上げ
・完成した衣装を納品
・演習の振り返り
（期末ルーブリック判定）課題への取り組みの自己評価を、ルー
ブリックによって行います

展示作業

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門展開演習７【IP】
湯浅宏之
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

デザイン会社を経営しており、デザイナーとして多くのメーカーの日用品や家具などを中心に、ブランド開
発からクリエイティブディレクションなどのプロジェクトに加え、デザインから付随するグラフィックデザイ
ンやWEBデザイン、 プレスリリースや販路開拓などを行なっている。(全14回）

授業概要
専門性の高い演習内容を実施するため、社会の関わりの中でデザインを考え発信することを念頭に、プロダクト系の専門に対する課題を並行し
て進める。
公募されるコンペティションへの応募を通して、デザインに関連する現代社会の様々な問題に着目し、社会に対する提案力、コンセプトワー
クを鍛え、表現力に磨きをかけ、デザインの実践力を身につける。
社会的なテーマに関するリサーチ、分析をもとに企画し、最終的に社会に対するプレゼンテーションが求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

デザインに対する社会からの要求の理解

社会の動向に着目し、自身のコンセプ
トに取り込むことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

社会へのデザインの発信

自身の提案を社会に対して発信することがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

客観的な判断をもとに立案できる。

2 ．DP6.行動・実践

客観的な判断を作品制作に反映させることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学習到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。
文章での振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。
演習授業の制作物は、学習成果ポートフォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
決められた提出物が期限内に提出されなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題への取組み状況
39％
期末試験評価

提出物

： 授業内および時間外学習の成果を評価（13回×3%）
「自主性」「提案制」について評価する
： 分析力、独自性、客観的、クォリティ、プレゼンテーション力を評価

61％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2コマ2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業までに草案を練り上げてくること。
各課題は締切を厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合は、メールにて受け付けます。
メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、企画調査1 ブレインストーミング
コンペ企画調査1 : ガイダンス、テーマに関するプレインストー
ミングを行う。

テーマに関するリサーチワーク

2時間

第2回

企画調査2 グレープディスカッション

テーマに関するコンセプトワーク、デザイン
スタディ

2時間

コンペ企画調査2 : コンセプトに関するグレープディスカッショ
ンを行う。
第3回

計画1 デザインスタディ
コンペ計画1 : 個人のアイディアについてグレープディスカッ
ションを行う。

デザインスタディ

2時間

第4回

計画2 コンセプト
コンペ計画2 : コンセプト、デザインの方針の決定。プレゼン
テーションの検討。

講評会準備

2時間

第5回

プレゼン制作1 初期パネル指導
コンペプレゼン1 : 中間講評会。プレゼンパネルの内容につい
て指導を受ける。

プレゼンパネル制作

2時間

第6回

プレゼン制作2 パネルデザイン展開
コンペプレゼン2 : プレゼンパネルの内容について指導を受け
る。

プレゼンパネル制作

2時間

第7回

プレゼン制作3 パネルデザイン仕上げ
コンペプレゼン3 : プレゼンパネルの内容について指導を受け
る。

応募作品提出

2時間

第8回

オリエンテーション、企画調査1 ブレインストーミング
コンペ企画調査1 : ガイダンス、テーマに関するプレインストー
ミングを行う。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック

テーマに関するリサーチワーク

2時間

第9回

企画調査2 グループディスカッション

テーマに関するコンセプトワーク、デザイン
スタディ

2時間

コンペ企画調査2 : コンセプトに関するグレープディスカッショ
ンを行う。
第10回

計画1 デザインスタディ
コンペ計画1 : 個人のアイディアについてグレープディスカッ
ションを行う。

デザインスタディ

2時間

第11回

計画2 コンセプト
コンペ計画2 : コンセプト、デザインの方針の決定。プレゼン
テーションの検討。

中間講評会準備

2時間

第12回

プレゼン制作1
コンペプレゼン1 : 中間講評会

プレゼンパネル制作

2時間

第13回

プレゼン制作2 / 最終講評会
コンペプレゼン２ : プレゼン内容について指導を受ける。

プレゼンパネル制作

2時間

第14回

プレゼン制作3 パネルデザイン仕上げ
コンペプレゼン3 : プレゼン内容について指導を受ける。
最終ルーブリック実施、振り返りシートの作成、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出（期末試験として評価する）

作品提出/講義で学んだ事をまとめる

2時間

634

4598

334

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【TF】 （月・水）
齋藤英樹 （水）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

該当する
染織作家として、作品を制作、発表している。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究として、これまでのテキスタイル・ファッションの分野で研究や制作を通して習得したデザインワークや制作技法を生かすこと
ができる、テーマやコンセプトを各自で設定する。社会に向けて提起したい題材を4年間の集大成としてテキスタイル・ファッションデザイ
ンやブランドの企画、または社会の中でのファッション業界、ファッションの理念等についてのリサーチや、考察を行い、成果を卒業研究論
文としてまとめ、後期からの制作やファッションショーの実施に向けての基礎研究とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

研究しようとする内容の背景となる社会
的、文化的要素や関連性のある事柄を整
理し有効に使いこなせる。

ファッション・テキスタイ
ルを取り巻く様々なもの、ことについて視
野を広く持ち、論文に反映できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

これまでの3年間に得た専門的知識・技
能を生かし、更に高度で汎用性のある能
力に高める

研究テーマの中で必要となる知識・技術につ
いて理解し、論文のなかで適切に用いること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各自のテキスタイル・ファッションデザイ
ンに対する視点から独自性のあるテーマを設
定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

テーマに従い、必要な参考作品とその制作背
景等についてリサーチし研究のプランニン
グができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らのプランに従い、必要なデザインやブラ
ンディング、マーケティング研究を進めるこ
とができる。

4 ．DP7.完遂

リサーチ、およびワークを通して得た成
果を卒業論文としてまとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート等）

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

。

50％
口頭発表1

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は卒業制作の研究・論文作成を前提とし、制作作品のテーマやコンセプトの確立を行います。
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 上記以外ではメールにて対応します。
murota@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１１回

課題説明・導入
卒業制作・研究について、その進め方、求められる内容やボ
リューム／テキスタイル・ファッションデザインコースとして
の取り組みに適切なテーマについて／過去の事例等についての説
明をする。その後各自が、関心を持ち取り組みたい内
容を挙げ、意見交換する。授業の最終時に研究内容を論文として
まとめるため、論文の書式等についても説明する。最終的に、リ
サーチする力、まとめる力プレゼンテーションする力が身につ
き、論文完成と発表を最終成果とする。また、研究倫理教育を実
施をする。

第2回

テーマについてリサーチ①（先行研究等について）
テーマ設定に向けての主に先行研究事例についてリサーチを進め
る。また、その内容について個人面談によるヒアリン
グを行い、次回までのリサーチについて課題を確認する。

第3回

テーマに対するリサーチ結果についてのプレゼンテーション
互いのテーマや内容についてこれまで進めてきたリサーチの内
容をプレゼンテーションする。それについて意見を交換し、アイ
ディアを出し合う。その内容を基に、更に必要なリサーチ等を確
認する。

第4回

テーマについてのリサーチ②

（リサーチに対する考察）

プレゼンテーション後に新たに出た課題に対して、自らの考え
を進め、テーマへのアプローチの方向について考察する。前
回のリサーチとヒアリングでの提案を受けて更にリサーチを継
続する。また、論文の構成を組み立てるためのマップ作成を始め
る。

課題設定のためのリサーチ内容、論文を作
成するために必要なデータ等を整理し保存し
ておく。

4時間

新たに進めるリサーチについて資料を集めた
り取材しておく。

4時間

授業で出た意見やアイディアを記録しまとめ
ておく。それを受けて次のリサーチ内
容を決める。

4時間

リサーチした先行事例について、自らの考え
をまとめ、整理、記録しておき、マップにま
とめる。

4時間

第5回

テーマについてのリサーチ③ （論文構成のためのマップ作
成）
リサーチを基にして、マップを作成し、序論（研究テーマを決
定した背景）、本論（リサーチ内容とそれについての考察）、仮
説（期待できる結果）等について組み立てを確認する。

リサーチ、仮説等を元にマップを完成する。

4時間

第6回

卒業論文構成の決定

論文の内容の構成を決定し、資料等につい
て整理しておく。

4時間

マップを元に、論文の構成を決定し、それぞれの項目で必要とな
る内容を確認する。更に必要なリサーチ、考察を確認し執筆の準
備を進める。
第7回

卒業論文の作成①（序論）
研究の背景となったテキスタイル・ファッションにテーマについ
ての状況や課題について述べ、その解決等に向かってどのよう
なアプローチが考えられるかについて記述する。
中間ルーブリックの実施、学生へのフィードバックを行う。

序論の原稿を執筆する。

4時間

第8回

卒業論文の作成②（本論①「リサーチについて」）

リサーチ、考察について、記述を進めてお
く。

4時間

自身の仮説や論の裏付けとなるリサーチについて、整理し、記
述する。
授業の中間期となるため中間学修到達度の確認と面談等を行う。
第9回

卒業論文の作成③（本論②「リサーチや考察の検証」）
自身のリサーチとそれに対する考察について、検証し、更なるリ
サーチや試行、試作などについても必要に応じて準備する。

本論のためのリサーチ、考察をすすめる

4時間

第10回

卒業論文の作成④（本論③「考察から結論へ」）
リサーチを元にした考察について、求める成果につながるもので
あるかどうか、検証し、結論をまとめる準備を進める。

更に考察を進め結論の見通しを立てる。

4時間

第11回

卒業論文の作成⑤（本論④「結論」）
研究の経過から考察までの全体についての記述を過不足な
く整え、結論を記述する。

結論までの記述を完成する。

4時間

第12回

卒業論文の作成⑤（引用・参考文献の確認）
文中に用いた引用・参考文献についてそのデータを書式に従っ
て、記載する。

引用、参考文献についての記載を完了する。

4時間

第13回

卒業論文の作成⑥（内容・書式の確認）

論文を完成させる。

4時間
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序論、本論、結論が問題なくつながり、1つの論文として成立す
るように整える。
また、全体の書式を確認する。
第14回

卒業論文のプレゼンテーションと提出
論文の内容をパワーポイントを用いて発表しクラス内で質疑応
答する。得られた意見や提案などを、必要に応じて反映し修正で
きるようまとめておく。
論文を完成し提出する。
最終授業のため、論文の提出・発表と合わせ、学修達成度の確
認と面談等を行う
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プレゼンテーションに対して出された意見
等を記録しまとめておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作２【TF】 （月・水）
川上須賀代 （水）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

該当する
フリーランスで、コンテンポラリーダンス、ミュージカルや俳優の舞台衣装を企画・設計（全14回）

実務経験の概要

授業概要
各自の研究テーマに沿って、数体以上のコスチューム作品を制作し、卒業制作展示で発表する。現代のファッション界に対して意義があ
り、新しさや驚きがあり、強い印象を残すことができる成果が求められる。独創的であると同時に、衣服としての機能を充分に果たし、市場
性も考慮しなければならない。丁寧な染色や縫製による仕上がりは当然求められる。展示においては、各自が演出/音楽を決定するがクラス内で
の共働、モデルさんをはじめとする協力者との連繋能力が重要である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

テキスタイル制作、ファッションデザイ
ンに関する知識

プリント技術、パターン、縫製を理解し自
分のデザインを落し込める。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

オリジナルのテキスタイルの制作から衣服へ
の展開を行い仕上げることができる。

各自のデザインを衣服として完成させ、プレ
ゼンテーション、ファッションショーにて発
表することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各自の視点とトレンドからデザインを確立で
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン案を具体化するためのスケジュー
ル管理と素材調達と機材の管理を行える。

3 ．DP6.行動・実践

デザイン案からテキスタイル制作、パター
ン、縫製へ作業を進行させられる。

4 ．DP7.完遂

オリジナリティの高い衣服を完成さ
せショーで発表することができる。

5 ．DP10.忠恕の心

周りの人を思いやり、人の立場になっ
て考え行動できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・その他(以下に概要を記述)
卒業制作ファッションショーにて発表、卒業制作展にて展示を行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％

課題設定・独自性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
10％

審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
20％

試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
50％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
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10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示する、

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜

場所：

東館研究室

10：30～12：40

備考・注意事項： ほかに授業後も、月曜日、火曜日、金曜日に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作・研究に関するガイダンス、研究倫理
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明する
取り組んでいるテーマとデザイン画のプレゼンテーションを各
自５分間でプレゼンテーションを行ってもらいます。
他者の発表を聞いて、ディスカションを行います。
卒制の目的を明確化していきます。
研究倫理教育の実施。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第2回

デザインの再構想
コンセプト・テーマの見直しを行い、修正する。

デザインを修正し完成させる

2時間

第3回

卒制展示企画、運営

展示のための演出を検討。運営スタッフ、モ
デルの確保

2時間

作品のタイトル、役割を決定し、個々の仕事に対する責任の確
認を行う。個々の演出についてのミーティングを行い、展示のイ
メージを具現化していく。
第4回

モデル採寸、製図
ショー・展示に出てもらうモデルの採寸から、パターン制
作に向け製図を行う。

パターン製図作業

2時間

第5回

パターン制作から、トレース
モデルの採寸から割り出したサイズをベースに、制作したパター
ンをシーチングにトレースする。

テキスタイルサンプルの制作

2時間

第6回

トワル制作（仮縫い）
カットしたシーチングをボディに併せ、仮縫いしながらトワ
ルを組み立てていく。

トワル組の作業

2時間

第7回

テキスタイル素材の仕上げ
トワル作業から、実際に制作するテキスタイル素材を再度確
認し最終仕上げを行う。

テキスタイル素材の仕上げ作業

2時間

第8回

実制作前のプレゼンテーション
中間学修到達度の確認と面談等を行う。到達度の確認から自己到
達度を評価し、教師からアドバイスを受けます。
展示に向け必要な体数分のトワルとテキスタイルをあわせて、プ
レゼンテーションを行う。展示で使用する音楽や演出方法も提
示し、全体としてのまとまりを確認する

作業の続行

2時間

第9回

テキスタイル素材へのトレース・裁断
制作したテキスタイル素材へパターンをトレースし、裁
断を行う。

テキスタイル素材へのトレース

2時間

第10回

縫製作業
裁断したテキスタイルを縫製し、作品を完成させていく

縫製作業の続行

2時間

第11回

縫製作業（立体でのシルエットチェック）
縫製した作品を立体で調整し、修正を行う

縫製作業の続行

2時間

第12回

卒制展示計画
卒業制作展で展示するための会場レイアウト、マネキンの選
定を体数、サイズから検討し発注へ結びつける。

業者との連絡、打ち合わせ。作業の続行

2時間

第13回

トータルデザインとしてのアイテム
デザイン画から読み取れる、アクセサリーやアイテムの確
認を行い、制作方法や素材について検討を行う。
ボタンや、ファスナーの配色や素材についての検討を含む。

アイテムの制作。作業の続行

2時間

第14回

最終作品の提出
展示での発表
最終の学修達成度の確認と面談等を行う
展示前に論文、レポート、制作物の振り返りを行う。
展覧会にて展示発表を行う。
授業終了後、期末試験評価として、卒業制作作品、卒業研究論
文を評価する。

卒制展示準備と講評会の振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【TF】 （月・水）
室田泉 （月）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
各自の研究テーマに沿って、数体以上のファッション作品を制作し、ブース展示と卒業制作展示で発表する。現代のファッション界に対して意
義があり、新しさや驚きがあり、強い印象を残すことができる成果が求められる。独創的であると同時に、衣服としての機能を充分に果た
し、市場性も考慮しなければならない。丁寧な染色や縫製による仕上がりは当然求められる。展示においては、各自のブースにてブランドコン
セプトと合わせた展示方法を意識しプレゼンテーションを行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

テキスタイル制作、ファッションデザイ
ンに関する知識

プリント技術、パターン、縫製を理解し自
分のデザインを落し込める。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

オリジナルのテキスタイルの制作から衣服へ
の展開を行い仕上げることができる。

各自のデザインを衣服として完成させ、プレ
ゼンテーション、ファッションショーにて発
表することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各自の視点とトレンドからデザインを確立で
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

デザイン案を具体化するためのスケジュー
ル管理と素材調達と機材の管理を行える。

3 ．DP6.行動・実践

デザイン案からテキスタイル制作、パター
ン、縫製へ作業を進行させられる。

4 ．DP7.完遂

オリジナリティの高い衣服を完成さ
せショーで発表することができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

ファッションショーにおける、個々の役
割を遂行することが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・その他(以下に概要を記述)
卒業制作ファッションショーにて発表、卒業制作展にて展示を行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性
10％
課題設定・独自性
10％
審査時発表

： 各自のデザインイメージとコンセプトが明確であり、オリジナリティ、論理性があるかを視点に評
価します。
： コンセプトに基づき、オリジナリティのあるテキスタイル（素材の選択、色、柄）・衣服が表現出
来ているかを評価します。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。。

20％
試験評価：卒業制作作品・展示方法
50％

： 各自のデザインイメージと展示での演出が効果的であるか、論理性、説得力、聴衆の理解と共
感を視点に評価する。
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学修到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示する、

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜

場所：

東館研究室

10：30～12：40

備考・注意事項： ほかに授業後も、月曜日、火曜日、金曜日に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作・研究に関するガイダンス、研究倫理
前期の成果を振り返り、展示計画に対し意見交換を行い、本年
度の展示のイメージを固めていく。また、研究倫理教育の実施。
学修到達度目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

ショー開催のための場所のリサーチ

6時間

第2回

各自テーマの検討、デザイン画の確定
卒業制作へ向けてのテーマ、コンセプトの確立のため、個人ミー
ティングとデザイン画を元に制作を開始する。

トレンドリサーチ

6時間

第3回

作品テーマ、コンセプトについてのプレゼンテーション
展示のタイトル、役割の決定し、個々の仕事に対する責任の確
認を行う。個々のブースやブランドイメージを明確に計画を行う

ブースのイメージ作成

6時間

第4回

展示ブースのイメージ作成
展示ブースのイメージを作成する。
また、ブランドロゴやアイテム、広告などをデザインする。

展示ブースイメージ制作

6時間

第5回

中間プレゼンに向けた制作
各自の展示計画を項目ごとにピックアップし、展示図、模
型を用い製作を行う

各自のデータ整理と制作

6時間

第6回

中間プレゼンへ向けたデータ制作
パワーポイントと展示模型、サンプルのまとめを行う

データの作成

6時間

第7回

中間プレゼンテーション
服デザイン画とあわせ、各自の考える展示計画をプレゼンテー
ションする。
プレゼン結果から方向性や制作物の修正をおこなっていく。

デザイン、展示案の修正

6時間

第8回

ブランドイメージに必要な印刷物の制作
確定した展示ブースに必要な印刷物のデータ作成を行う。ポス
ター、ショップカード、値札に至るまでの細部までをコントロー
ルする。
また中間学修到達度の確認と面談等を行う。

データ作成作業を進行

6時間

第9回

ブース展示に必要な印刷物の制作
制作している印刷物のデータ確認を行う。

データ制作

6時間

第10回

什器の制作
展示に対し必要な什器の制作
大きさ形、色までも各自のブランドイメージに合わせ制作す
る。また、印刷物のデータ確認も行う。

什器の図面制作

6時間

第11回

什器の制作作業
作成した図面をもとに造形ファクトリーにて什器を制作

什器制作作業

6時間

第12回

印刷物の入稿
作成した印刷物データを確認し、各自、データを印刷会社に入
稿する

什器製作の仕上げ

6時間

第13回

最終プレゼンテーションに向けた仮展示
最終授業でのプレゼンテーションに合わせ、ギャラリーにて設
営を行い、プレゼンテーションのリハーサルを行う。

ブース展示の準備

6時間

第14回

最終プレゼンテーション
ブース展示の最終プレゼンテーションを行う。
卒業制作２次審査もかねた展示と各自のプレゼンを行う。
また最終の学修達成度の確認と面談等を行う

本番へ向けてのブラッシュアップ

6時間

第15回

展示本番へ向けての制作
最終プレゼンにて、足りないもの制作物の追加を行う

最終レポートの提出

6時間

第16回

時間

第17回

時間

第18回

時間

第19回

時間
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第20回

時間

第21回

時間

第22回

時間

第23回

時間

第24回

時間

第25回

時間

第26回

時間

第27回

時間

第28回

時間

第29回

時間

第30回

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

卒業研究・制作１【TF】 （月・水）
室田泉 （月）
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
染織作家として、作品を制作、発表している。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
卒業制作・研究として、これまでのテキスタイル・ファッションの分野で研究や制作を通して習得したデザインワークや制作技法を生かすこと
ができる、テーマやコンセプトを各自で設定する。社会に向けて提起したい題材を4年間の集大成としてテキスタイル・ファッションデザイ
ンやブランドの企画、または社会の中でのファッション業界、ファッションの理念等についてのリサーチや、考察を行い、成果を卒業研究論
文としてまとめ、後期からの制作やファッションショーの実施に向けての基礎研究とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

研究しようとする内容の背景となる社会
的、文化的要素や関連性のある事柄を整
理し有効に使いこなせる。

ファッション・テキスタイ
ルを取り巻く様々なもの、ことについて視
野を広く持ち、論文に反映できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

これまでの3年間に得た専門的知識・技
能を生かし、更に高度で汎用性のある能
力に高める

研究テーマの中で必要となる知識・技術につ
いて理解し、論文のなかで適切に用いること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各自のテキスタイル・ファッションデザイ
ンに対する視点から独自性のあるテーマを設
定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

テーマに従い、必要な参考作品とその制作背
景等についてリサーチし研究のプランニン
グができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らのプランに従い、必要なデザインやブラ
ンディング、マーケティング研究を進めるこ
とができる。

4 ．DP7.完遂

リサーチ、およびワークを通して得た成
果を卒業論文としてまとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート等）

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

。

50％
口頭発表1

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達目標

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は卒業制作の研究・論文作成を前提とし、制作作品のテーマやコンセプトの確立を行います。
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日5限

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 上記以外ではメールにて対応します。
murota@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１１回

課題説明・導入
卒業制作・研究について、その進め方、求められる内容やボ
リューム／テキスタイル・ファッションデザインコースとして
の取り組みに適切なテーマについて／過去の事例等についての説
明をする。その後各自が、関心を持ち取り組みたい内
容を挙げ、意見交換する。授業の最終時に研究内容を論文として
まとめるため、論文の書式等についても説明する。最終的に、リ
サーチする力、まとめる力プレゼンテーションする力が身につ
き、論文完成と発表を最終成果とする。また、研究倫理教育を実
施をする。

第2回

テーマについてリサーチ①（先行研究等について）
テーマ設定に向けての主に先行研究事例についてリサーチを進め
る。また、その内容について個人面談によるヒアリン
グを行い、次回までのリサーチについて課題を確認する。

第3回

テーマに対するリサーチ結果についてのプレゼンテーション
互いのテーマや内容についてこれまで進めてきたリサーチの内
容をプレゼンテーションする。それについて意見を交換し、アイ
ディアを出し合う。その内容を基に、更に必要なリサーチ等を確
認する。

第4回

テーマについてのリサーチ②

（リサーチに対する考察）

プレゼンテーション後に新たに出た課題に対して、自らの考え
を進め、テーマへのアプローチの方向について考察する。前
回のリサーチとヒアリングでの提案を受けて更にリサーチを継
続する。また、論文の構成を組み立てるためのマップ作成を始め
る。

課題設定のためのリサーチ内容、論文を作
成するために必要なデータ等を整理し保存し
ておく。

4時間

新たに進めるリサーチについて資料を集めた
り取材しておく。

4時間

授業で出た意見やアイディアを記録しまとめ
ておく。それを受けて次のリサーチ内
容を決める。

4時間

リサーチした先行事例について、自らの考え
をまとめ、整理、記録しておき、マップにま
とめる。

4時間

第5回

テーマについてのリサーチ③ （論文構成のためのマップ作
成）
リサーチを基にして、マップを作成し、序論（研究テーマを決
定した背景）、本論（リサーチ内容とそれについての考察）、仮
説（期待できる結果）等について組み立てを確認する。

リサーチ、仮説等を元にマップを完成する。

4時間

第6回

卒業論文構成の決定

論文の内容の構成を決定し、資料等につい
て整理しておく。

4時間

マップを元に、論文の構成を決定し、それぞれの項目で必要とな
る内容を確認する。更に必要なリサーチ、考察を確認し執筆の準
備を進める。
第7回

卒業論文の作成①（序論）
研究の背景となったテキスタイル・ファッションにテーマについ
ての状況や課題について述べ、その解決等に向かってどのよう
なアプローチが考えられるかについて記述する。
中間ルーブリックの実施、学生へのフィードバックを行う。

序論の原稿を執筆する。

4時間

第8回

卒業論文の作成②（本論①「リサーチについて」）

リサーチ、考察について、記述を進めてお
く。

4時間

自身の仮説や論の裏付けとなるリサーチについて、整理し、記
述する。
授業の中間期となるため中間学修到達度の確認と面談等を行う。
第9回

卒業論文の作成③（本論②「リサーチや考察の検証」）
自身のリサーチとそれに対する考察について、検証し、更なるリ
サーチや試行、試作などについても必要に応じて準備する。

本論のためのリサーチ、考察をすすめる

4時間

第10回

卒業論文の作成④（本論③「考察から結論へ」）
リサーチを元にした考察について、求める成果につながるもので
あるかどうか、検証し、結論をまとめる準備を進める。

更に考察を進め結論の見通しを立てる。

4時間

第11回

卒業論文の作成⑤（本論④「結論」）
研究の経過から考察までの全体についての記述を過不足な
く整え、結論を記述する。

結論までの記述を完成する。

4時間

第12回

卒業論文の作成⑤（引用・参考文献の確認）
文中に用いた引用・参考文献についてそのデータを書式に従っ
て、記載する。

引用、参考文献についての記載を完了する。

4時間

第13回

卒業論文の作成⑥（内容・書式の確認）

論文を完成させる。

4時間
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序論、本論、結論が問題なくつながり、1つの論文として成立す
るように整える。
また、全体の書式を確認する。
第14回

卒業論文のプレゼンテーションと提出
論文の内容をパワーポイントを用いて発表しクラス内で質疑応
答する。得られた意見や提案などを、必要に応じて反映し修正で
きるようまとめておく。
論文を完成し提出する。
最終授業のため、論文の提出・発表と合わせ、学修達成度の確
認と面談等を行う

645

プレゼンテーションに対して出された意見
等を記録しまとめておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【IP】 （火・金）
山中コ～ジ （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

自身の設立した建築設計事務所での業務において、社会的な課題をリサーチし、問題解決の提案を含めたデザ
インを行っている。（全14回）

授業概要
専門性の高い演習内容として、社会におけるデザイン活動を念頭に、インテリア系、プロダクト系の二つの専門に対する課題を並行して進め
る。インテリア系では、社会における自身の目的・目標を見定めるきっかけとして、すべての条件設定を自ら決定する自由課題に取組む。
プロダクト系では、パブリックプロダクトデザインを通して多角的な視点でのプロセスを学ぶ。前半は製品概要確認や現地調査を行い、ユー
ザー視点での目的を分析。後半はメーカー製品としてシリーズ商品の企画・デザインを行い、調査、企画、デザインのプロセスを学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトデザインの社会的技
能

社会的な背景に立脚し、企画から制作ま
でトータルのデザインをマネージメントでき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインの実践スキ
ル

素材と機能、構造と意匠の必然性を見
出し、インテリアの計画もしくは実作家具と
して実現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

論理的に考え、課題を明らかにすることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

豊かな発想力によって、未知の課題にも創造
的に取組むことができる。

3 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら、進捗することがで
きる。

4 ．DP7.完遂

インテリア・プロダクトの作品をまとめ完
成させることができ

5 ．DP10.忠恕の心

「デザイン」の社会に対する役割を理
解し、より良い社会を目指したデザインを提
案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
決められた提出物が期限内に提出されず、講評会に参加しなかった場合は、本科目全体としての成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集
15％
課題設定・新規性

： 授業内および時間外学習の成果を評価。情報収集力、分析力、独自性、コンセプトの観点で評価す
る。
： 社会的提案性、審美性、機能性、独自性、完成度の観点で評価する。

30％
作品制作の企画・作品作りの計画性

：

コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評
価する。
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30％
審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学習時間が求められる。
毎回エスキスチェックを受け、それを踏まえて次回授業時までに草案を練り上げてくること。
各課題は締切りを厳守し、要求された内容をすべて提出すること。
提出物は、自主制作するポートフォリオのために各自が必ず保存しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日5限

場所：

東館研究室

16:20-17:50

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合は、メールにて受け付けます。
メールには必ず氏名と所属を明記すること。メールアドレスは授業内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題説明。学修到達度目標について。
インテリア系・テーマ設定：イントロダクション、テーマレク
チャー
プロダクト系・イントロダクション：素材概要の確認、素材調査
研究について
インテリア／プロダクト共にSDGSWO念頭に置き、それぞれに合
致したテーマ設定を行う。
学修到達度目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

インテリア系：制作領域、プログラムリサー
チ。 プロダクト系：イメージシートの作成

2時間

第2回

レクチャー：外部講師による
SDGsを達成するためにデザイン分野において何が求めらるのか。
レクチャー及びワークショップ形式で学部。

レクチャーを基にしたレポート

800字を目安

2時間

第3回

企画、調査１:各事例の調査

インテリア系：制作敷地、材料リサーチ。 プ
ロダクト系：調査結果の整理・確認

2時間

インテリア系：デザインエスキース。 プロダ
クト系：メーカーカタログより製品選定資料
作成

2時間

インテリア系：スタディモデル制作。 プロダ
クト系：製品ターゲットと使用シーンの決定

2時間

インテリア系：講評会の準備。 プロダク
ト系：自分のデザインコンセプ
トを導き出す→アイデアラッシュ

2時間

インテリア系：スタディモデル制作。 プロダ
クト系：デザインの方向性とシリーズアイテ
ムの決定

2時間

インテリア系・プログラム設定：制作領域、プログラム等の類似
例調査。
プロダクト系・素材及びシーンと製品の調査：大阪市内のパブ
リックプロダクトの調査。
第4回

企画、調査２：プログラムとコンセプトの決定及びプレゼン
テーション
インテリア系・プログラムの決定及びコンセプト設定：制作目
的、コンセプトの決定。敷地設定：制作敷地、材料の決定。
プロダクト系・素材及びシーンと製品の調査：調査結果の分
析とプレゼンテーション。製品選定と構成：企画/アイデア展
開/まとめ

第5回

基本構想１：スケッチもしくはスタディモデル及びプレゼン
インテリア系・基本構想：デザインの骨格、立体表現をスケッ
チもしくはスタディモデルで検討
プロダクト系・素材及び製品選定と構成：プレゼン/調査・分析
整理と再考・ シーン、ターゲット設定

第6回

基本構想２：スケッチもしくはスタディモデル及びコンセプ
トとラインアップ決定
インテリア系・基本構想：スケッチもしくはスタディモデルで検
討
プロダクト系・シリーズ構築課題：コンセプト設定、アイデア展
開・ 製品ラインナップの決定

第7回

デザイン実作業１：中間講評会
インテリア系・中間講評会。提出物：コンセプト(リサーチ資料
含む)、敷地情報、プロセススケッチ、以上をA1サイズパネルに
まとめる。スタディ模型。
プロダクト系・シリーズ構築課題：コンセプト精査、製品詳
細の設定
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック。

第8回

デザイン実作業２：図面とスタディモデル制作およびエスキー
ス
インテリア系・基本デザイン：図面とスタディモデル制
作1/100-1/20
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（スタイリン
グイメージ、エスキース）
中間学修到達度の確認と面談を行う。

インテリア系：スタディモデル制作。 プロダ
クト系：作図（イラストレーターにて）

2時間

第9回

デザイン実作業３：図面とスタディモデル制作およびスケッチ

インテリア系：スタディモデル制作。 プロダ
クト系：作図（イラストレーターにて）

2時間
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インテリア系・基本デザイン：図面とスタディモデル制
作1/100-1/20
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（デザインス
ケッチ、バリエーション図）
第10回

デザイン実作業４：図面とスタディモデル制作および実作業
インテリア系・詳細デザイン：図面とスタディモデル制
作1/20-1/1
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（デザインス
ケッチ、外観図）

インテリア系：スタディモデル制作。 プロダ
クト系：作図（イラストレーターにて）

2時間

第11回

デザイン実作業５：図面スタディモデル制作およびデザイン実
作業（３Dモデル検討）
インテリア系・詳細デザイン：図面スタディモデル制作1/20-1/1
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（３Dモデ
ル検討）

インテリア系：ファイナルモデル、パネル制
作。 プロダクト系：3Dスケッチ作成

2時間

第12回

デザイン実作業６：プレゼンテーション仕上げ作業

インテリア系：ファイナルモデル、パネル制
作。 プロダクト系：3Dスケッチ作成

2時間

インテリア系：ファイナルモデル、パネル制
作。 プロダクト系：シーンパース図作成

2時間

講評会振り返り／コンペ提出

2時間

インテリア系・プレゼンテーション：ファイナルモデル、パネ
ル制作
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（シーンパー
ス図作成）
第13回

デザイン実作業７：プレゼンテーション仕上げ作業（最終）
インテリア系・プレゼンテーション：ファイナルモデル、パネ
ル制作
プロダクト系・シリーズ構築課題：デザイン実作業（プレゼン
テーション準備）

第14回

講評会。最終の学修到達度の確認。
インテリア系・講評会。提出物：コンセプト、ダイヤグラ
ム、３D表現、以上をA1サイズパネルにまとめる。完成模型(素
材・着彩表現含む)
プロダクト系・シリーズ構築課題：講評会、アーカイブ作業。提
出物：コンセプト、バリエーション図、外観図、3D図、シーン
パース図（冊子＋pdfデーター）
最終学修到達度の確認の実施、振り返りシートの作成、学修成
果の可視化（ポートフォリオ）
終了後一週間以内に作品提出(期末試験として評価する)
コンぺ提出
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【IP】 （火・金）
根津武彦・赤西信哉 （火）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

自身が設立している設計事務所において、建築の設計から家具のデザイン／制作を行っている事から、その実
務経験を活かします。（全１4回）

授業概要
4年間の制作や研究を通して習得した学びの集大成として、専門分野に関する設計・制作・研究を行います。
各自がデザインの価値を理解し、時代や社会との関わりを意識したテーマ設定、コンセプト構築を行なう。表現のあり方を最大限に追求しつ
つ、作品制作を行い、その成果を、卒業制作展において社会に向けて発表します。大学で何をしてきたのか社会的に自分を代弁してくれるもの
であり、今後の社会活動のきっかけとなる大切な作業となります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトの専門知識、技
能の理解

専門知識、技能を作品制作に応用することが
できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインの実践スキ
ル

素材と機能、構造と意匠の必然性を見
出し、インテリアの計画もしくは実作家具と
して実現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

新たな企画やアイデアを発想することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に向けたプロセスを明らかにし準
備することができる。

3 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら、進捗することがで
きる。

4 ．DP7.完遂

インテリア・プロダクトの作品をまとめ完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

「デザイン」の社会に対する役割を理
解し、より良い社会を目指したデザインを提
案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
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15％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「建築キーワード」
著者：土井義岳／住まいの図書館出版局
「誰のためのデザイン？」 著者：D.A.ノーマン／新曜社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上のの授業外学修時間が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

根津：火曜日5限

場所：

東館研究室

山中・赤西：金曜日5限

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合はメールにて受け付けます。メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業
内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒制目的を明確化。プレゼンテーション
前期卒業制作研究１の成果発表。
卒業制作の内容をディスカションし、目的を明確化。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
研究倫理教育の実施。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第2回

制作テーマの論理的構築から決定
研究レポートの作成とス
ケッチの作図化
学生間ディスカッションを通して、制作テーマの論理的構
築を行いテーマを決定。
研究制作を行うスケッチの作図化。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第3回

卒制の敷地・材料の選定
卒制の敷地・材料の選定を行い、プランを具体化

卒制の敷地・材料選定準備をおこなう

2時間

第4回

デザインの構想
基本デザインのチェック
コンセプトの見直し

基本デザインの発表資料の作成をおこなう

2時間

第5回

デザインの発表資料作成、プレゼンテーションボード化

基本デザイン講評会の準備/プレゼンテーショ
ンボードの作成をおこなう

2時間

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

基本デザインの発表資料作成、チェック
プレゼンテーションボードへと変換する。
第6回

デザイン中間プレゼンテーション
基本デザイン 講評会
プレゼンテーションボードのチェック
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

第7回

進捗状況発表（コンセプト、デザイン、製作時スケジュー
ルの再確認）
進捗状況発表
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行う
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行う。
詳細なデザインへとプロセスを移行して行く。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで指導された内容の明確化。

2時間

第8回

最終作品制作１ アウトプット方法を決定
各自の計画に合わせた、表現手法（パネル、模型、実作、3D表
現、アニメーションなど）を決定
個別の指導

卒制の敷地・材料選定の準備をおこなう。

2時間

第9回

最終作品制作2 最終提出物の資料（プレゼンテーションボー
ド）を作成
卒制の敷地・材料の選定
様々な物事のリサーチについて講習

講習をもとに卒制の敷地・材料選定準備をお
こなう

2時間

第10回

卒制展示判定講評会
卒制展示判定講評会
各学生毎に指導

作品手直し、卒制展示計画１準備をおこなう

2時間

第11回

作品手直し、卒制展示計画１ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

作品手直し、卒制展示計画2の準備ををおこな
う

2時間

第12回

作品手直し、卒制展示計画２ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

作品手直し、卒制展示計画3の準備ををおこな
う

2時間

第13回

作品手直し、卒制展示計画３ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

合否判定講評会準備をおこなう

2時間

第14回

合否判定講評会

卒制展示準備と講評会の振り返り

2時間

最終作品の提出

展覧会展示
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合否判定講評会にて、プレゼンテーション内容について評価。
授業終了後、期末試験評価として、卒業制作作品、卒業研究論
文を評価する。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【IP】 （火・金）
根津武彦 （火）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

自身が設立している設計事務所において、建築の設計から家具のデザイン／制作を行っている事から、その実
務経験を活かします。（全１4回）

授業概要
前期卒業制作・研究として、卒業研究ノートに取り組みます。
卒業制作は、建築・インテリア・プロダクトに関連していることが条件となりますが、卒業論文は卒業制作に関連付けた内容とし、卒業制
作の内容を理論的に深める調査、研究が求められます。
まずは卒業制作の概要を見定めることから始め、前期期間中の各時期に要求された提出物に沿って調査・分析を行い、研究ノートを執筆しま
す。４年間の学びの集大成として、これまで学んで身につけた専門的知識、技能を余す所なく発揮し、卒業制作と卒業論文を完成させてくださ
い。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトの専門知識の理解

専門知識を論理的に応用することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインの理論的ス
キル

インテリア・プロダクトデザインの計画とし
て、調査研究を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

新たな企画やアイデアを発想することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に向けたプロセスを明らかにし、調
査分析することができる。

3 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら進める。

4 ．DP7.完遂

インテリア・プロダクトの論文をまとめ完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

「デザイン」の社会に対する役割を理
解し、より良い社会を目指したデザインを提
案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート等）

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

50％
口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学習到達度評価

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
建築キーワード／土居義岳／住まいの図書館出版局
誰のためのデザイン？／D.A.ノーマン／新曜社
その他、授業内で適宜提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の授業外学修時間が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日5限 16:50-18:30

場所：

東館研究室

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合はメールにて受け付けます。メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業
内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

作品構想ステージ：課題説明、自己の興味の確認

卒業制作・研究ガイドラインの説明。
「学習到達度の確認」について説明。
研究倫理教育の実施。
卒業制作テーマの概論。自己の興味、特性の確認とリサーチ。
第2回

作品構想ステージ：領域、プログラム、5W1Hの構想
卒制領域の検討と報告。5W1Hの設問に対する卒制の構想。
個別発表とチェックを行う。

卒業制作・研究ガイドラインの説明を受け
て、卒制テーマを考えてください。複
数のキーワードを出して次回の授業に話せる
ようにしてきてください。

2時間

テーマリサーチと卒制概要のプレゼン資料作
成

2時間

第3回

作品構想ステージ：卒制作品のコンセプト・プログラムの決
定（全体講評）
卒制テーマ設定と概要発表（プレゼンテーション各自５分間）。
他者の発表を聞いて、教員と学生がディスカションを行う。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第4回

研究ノート構想ステージ：先行論文・書籍・デザイン調査
卒制の領域、プログラムについて、先行論文、書籍、デザイン調
査報告。

調査分析の展開内容をまとめる

2時間

第5回

研究ノート構想ステージ：先行論文・書籍・デザイン調査
卒制の領域、プログラムについて、先行論文、書籍、デザイン調
査報告。

卒業研究ノート計画書の作成

2時間

第6回

研究ノート構想ステージ：卒業論文計画書（全体講評）

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

卒業研究ノート計画書の発表（プレゼンテーション各自５分
間）。
他者の発表を聞いて、教員と学生がディスカションを行う。
第7回

研究ノート作成ステージ：論文アブストラクト・目次
卒業研究ノート概要と目次（案）提出
【中間】学習到達度の確認

卒業研究ノート概要と目次の修正

2時間

第8回

研究ノート作成ステージ：論文アブストラクト・目次提出
卒業研究ノート概要と目次の提出

卒業論文概要と目次に合わせて文章記述

2時間

第9回

研究ノート作成ステージ：論文記述

卒業研究ノート概要と目次に合わせて文章記
述

2時間

卒業研究ノート（指定様式、２０００字以
上）の作成

2時間

指定様式に順じた２０００字以上の論文（案）の記述チェッ
クを行う。
第10回

卒業研究ノートステージ：論文記述
指定様式に順じた２０００字以上の論文（案）の記述チェッ
クを行う。

第11回

研究ノート作成ステージ：論文提出
卒業研究ノート（指定様式、２０００字以上）を提出する。

図・表・参考文献の作成

2時間

第12回

論文校正ステージ：図・表・参考文献フォーマットチェック

卒業研究ノートフォーマットに従った文章校
正のチェック

2時間

卒業研究ノートフォーマットに従い、図・表・参考文献のチェッ
クを行う。
第13回

研究ノート校正ステージ：文章校正チェック
卒業論研究ノートフォーマットに従い、文章校正のチェッ
クを行う。

校正論文の作成

2時間

第14回

論文提出
校正研究ノート提出。
【最終】学習到達度の確認
終了後一週間以内に論文提出(期末試験として評価する)。

校正内容の振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【IP】 （火・金）
山中コ～ジ・赤西信哉 （金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

自身が設立している設計事務所において、建築の設計から家具のデザイン／制作を行っている事から、その実
務経験を活かします。（全１4回）

授業概要
4年間の制作や研究を通して習得した学びの集大成として、専門分野に関する設計・制作・研究を行います。
各自がデザインの価値を理解し、時代や社会との関わりを意識したテーマ設定、コンセプト構築を行なう。表現のあり方を最大限に追求しつ
つ、作品制作を行い、その成果を、卒業制作展において社会に向けて発表します。大学で何をしてきたのか社会的に自分を代弁してくれるもの
であり、今後の社会活動のきっかけとなる大切な作業となります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

インテリア・プロダクトの専門知識、技
能の理解

専門知識、技能を作品制作に応用することが
できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インテリア・プロダクトデザインの実践スキ
ル

素材と機能、構造と意匠の必然性を見
出し、インテリアの計画もしくは実作家具と
して実現することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

新たな企画やアイデアを発想することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に向けたプロセスを明らかにし準
備することができる。

3 ．DP6.行動・実践

課題の全体スケジュールを理解し、各工
程の締切りを守りながら、進捗することがで
きる。

4 ．DP7.完遂

インテリア・プロダクトの作品をまとめ完
成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

「デザイン」の社会に対する役割を理
解し、より良い社会を目指したデザインを提
案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％

課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
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15％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「建築キーワード」
著者：土井義岳／住まいの図書館出版局
「誰のためのデザイン？」 著者：D.A.ノーマン／新曜社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上のの授業外学修時間が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

根津：火曜日5限

場所：

東館研究室

山中・赤西：金曜日5限

備考・注意事項： 授業後以外で質問がある場合はメールにて受け付けます。メールには必ず氏名、所属を明記すること。メールアドレスは授業
内で伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒制目的を明確化。プレゼンテーション
取り組んでいる領域のプレゼンテーションを各自５分間でプレゼ
ンテーションを行ってもらいます。
他者の発表を聞いて、ディスカションを行います。
卒制の目的を明確化していきます。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明する

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第2回

制作テーマの論理的構築から決定
研究レポートの作成とス
ケッチの作図化
学生間ディスカッションを通して、制作テーマの論理的構
築を行いテーマを決定。
研究制作を行うスケッチの作図化。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

第3回

卒制の敷地・材料の選定
卒制の敷地・材料の選定を行い、プランを具体化

卒制の敷地・材料選定準備をおこなう

2時間

第4回

デザインの構想
基本デザインのチェック
コンセプトの見直し

基本デザインの発表資料の作成をおこなう

2時間

第5回

デザインの発表資料作成、プレゼンテーションボード化

基本デザイン講評会の準備/プレゼンテーショ
ンボードの作成をおこなう

2時間

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで出て来た内容の整理。

2時間

基本デザインの発表資料作成、チェック
プレゼンテーションボードへと変換する。
第6回

デザイン中間プレゼンテーション
基本デザイン 講評会
プレゼンテーションボードのチェック
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

第7回

進捗状況発表（コンセプト、デザイン、製作時スケジュー
ルの再確認）
進捗状況発表
・個人制作のテーマ、コンセプトの確認を個人面談形式で行う
・他の学生が面談を行っている間、個人作品のデザインを行う。
詳細なデザインへとプロセスを移行して行く。

プレゼンテーションの振返りと、ディスカッ
ションで指導された内容の明確化。

2時間

第8回

最終作品制作１ アウトプット方法を決定
各自の計画に合わせた、表現手法（パネル、模型、実作、3D表
現、アニメーションなど）を決定
個別の指導

卒制の敷地・材料選定の準備をおこなう。

2時間

第9回

最終作品制作2 最終提出物の資料（プレゼンテーションボー
ド）を作成
卒制の敷地・材料の選定
様々な物事のリサーチについて講習

講習をもとに卒制の敷地・材料選定準備をお
こなう

2時間

【中間】学習到達度の確認
第10回

卒制展示判定講評会
卒制展示判定講評会
各学生毎に指導

作品手直し、卒制展示計画１準備をおこなう

2時間

第11回

作品手直し、卒制展示計画１ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

作品手直し、卒制展示計画2の準備ををおこな
う

2時間

第12回

作品手直し、卒制展示計画２ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

作品手直し、卒制展示計画3の準備ををおこな
う

2時間

第13回

作品手直し、卒制展示計画３ 最終提出物の資料（プレゼン
テーションボード）を作成
作品手直し
最終提出物の資料（プレゼンテーションボード）を作成
模型／CG／図面

合否判定講評会準備をおこなう

2時間
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第14回

合否判定講評会 最終作品の提出 展覧会展示
合否判定講評会
プレゼンテーション内容について評価
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成、学修成果の可
視化（ポートフォリオ）
授業終了後、期末試験評価として、卒業制作作品、卒業研究論
文を評価する。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。

656

卒制展示準備と講評会の振り返り

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門研究２【FA】
谷口純弘
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

FM802若手アーティスト発掘プロジェクト「digmeout」プロデューサーとして、30年間、企業プロモーショ
ン、アートブックの発行、国内・海外での展覧会などを手ける。2015年よりアートフェア「UNKNOWN
ASIA」を企画・主催。2021年、FM802から独立。アートプロジェクト「chignitta（チグニッタ）」をスター

授業概要
自らが「アーティスト」として表現活動をする人もいれば、「アーティスト」や「アート」を使って社会活動に参加するという職業選択もあり
ます。ギャラリーを経営する人、エージェント、アートディれクター、イベントプロデューサーなど、その職種もさまざまです。この講座で
は、FM802のプロデューサーとして自身が20年以上若手アーティストの発掘、育成に関わってきた経験に基づき、様々なプロジェクト事例を紹
介。「アート」を「仕事」にするということについて、受講生自身が自分の将来を具体的にイメージできる授業を目指します。「アー
ト」を「仕事」にするためには、自らがアートの現場に身を投じることが必要です。FM802の主催イベントをはじめ、たくさんのアートの現
場を体験して、そこで感じたこと、思いついたアイデアを形にできるよう指導します。発信力も大切です。自分の意見や考えをたくさん
の人に伝えるために、SNSも活用します。また。気になる「アートとお金」についても具体的、実践的な講義を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アートと仕事の周辺について学ぶ

たくさんの事例を見て自分の感想や考えをま
とめる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

アートと社会の結びつきを学ぶ

自己実現のために自分が何をすれば良いの
か考える

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

数多く出される毎週の課題の中から、自
分とアートがどう関われるのかを探す

2 ．DP5.計画・立案力

課題を通じて自分が感じたこと、伝えたいこ
とを的確に表現できる力をつける

3 ．DP6.行動・実践

アイデアを具現化するための行動力をつける

4 ．DP7.完遂

締め切りに間に合わせて課題をやり遂げる精
神力をつける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
クラスのグループSNSを使って、都度課題を提出してもらいます。課題に対してコメントを残すほかその課題について発表をしてもらいま
す。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の提出

： 授業への取り組み。毎回の課題に対する姿勢、熱意
20％

発表

： 授業中の発言、プレゼンテーション
30％

課題に取り組む姿勢

： 課題提出、アウトプットの内容
50％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
アート」を「仕事」にするには、現場での経験が重要です。この講座では、講師が審査員や企画プロデュースを務めるアートの現場や人への取
材も課題として提供し、普通では体験できない「アートの現場」をお見せします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

美術アトリエ棟研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

谷口純弘の仕事
「アート」を「仕事」にすることについてのイントロダクショ
ン。FM802アートプロデューサーとして20年以上仕事をしてき
た講師の自己紹介とこれからの講義指針をお伝えします
学修到達目標についてこの授業の学びと養われる力を説明する。

第2回

フィールドワーク「cone and the city」について
講師が長年続けているフィールドワーク「cone and the
city」を知り、自分でも実践してみる。

アートの現場に行くこと。そこで何を感じた
かを自身の言葉で考え、表現すること
を学ぶ。

4時間

街に出て写真を撮るフィールドワークを毎週
実行する

4時間

第3回

クリエイターのコミュニティ「チグニッタ」について
講師が主催するクリエイターのコミュニティ「チグニッタ」につ
いて知る

アートスペース「チグニッタ」を尋ねる

4時間

第4回

アートフェア「UNKNOWN ASIA」について
大阪発のアートフェアの始まりから現在までを主催者が解説。

UNKNOWN ASIAに参加してみる

4時間

第5回

アートのある場所に行ってみる（１）大阪

「アートギャラリー巡り」を自分で体
験し、アートを売る現場について知る。

4時間

アートを展示販売する現場「アートギャラリー」という場所につ
いての解説とフィールドワーク。
第6回

アートのある場所に行ってみる（2）神戸
大規模な野外アートフェア「六甲ミーツアート」について知る

六甲ミーツアートに参加してみる

4時間

第7回

アーティストエージェントについて

プロデューサーとはどうあるべきか、仕
事の見つけ方、発展のさせ方を学ぶ。

4時間

アーティストを発掘し、仕事を作っていくエージェントの仕
事を知る。
第8回

チグニッタラウンジ「アート相談員」について
講師が主催するポートフォリオレビュー「アート相談員」につい
て知る

アート相談員に参加してみる

4時間

第9回

クラウドファウンディングについて

クラウドファウンディングを使って自
分が何をしたいかを考える。

4時間

自分の実現したい夢やプランを発表し、支援者からお金を集め
る「クラウドファウンディング」というシステムについて知る。
第10回

NFTについて
アートの新潮流「NFT」について学ぶ

NFTについて自分なりに考えを持つ

4時間

第11回

アートを仕事にする人について知る
ゲストを迎え、アートを仕事にする人の発想や行動力につい
て知る

ゲストの講義に感想を自分なりにまとめる

4時間

第12回

SNSについて
クリエイターの発信に欠かせないSNSについて学ぶ

SNSについて自分なりに考える

4時間

第13回

cone and the cityの本を作る
半年間取り組んだ「cone and the city」の本をみんなで制作す
る

自作を選び、コメントを書いてみる

4時間

第14回

「アート」を「仕事」するということ

現場に足を運んで得た経験を自分の言葉にし
てみる

4時間

まとめ

半年間学んだことを自分の言葉で発表する
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門研究３【FA】
村岡幸信
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
日本画の作品制作、研究活動ほか、壁画、襖絵、扇面屏風制作など共同制作プロジェクトにも参画（全14回）

実務経験の概要

授業概要
各専門的な作品制作・芸術表現を一つの研究対象として捉え、その研究をいかにまとめ、省察し、社会に発信していくかについて確かな学び
の修得を目指す。講義（知識の修得と解釈およびノートにおける編集）・演習（リサーチポートフォリオの制作―視覚化・言語化）を基盤とし
ながら、学内外における実地調査（感受と理解―作品対言語）、受講生によるプレゼンテーション（作品を交えた言語による発信）、討論、協
議（経験の共有―言語対言語）等を交えることで、自身の研究を、各自それぞれの制作活動と連動するかたちで多角的に捉え確認する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

芸術表現と他の学問領域および日常生活のつ
ながりに関する理解

芸術表現の学問的かつ多角的な解釈を深める
ことで、自己の研究の客観化と深まりを促す
ことができる。また、作品制作や芸術表
現が社会において、どのような存在意
義を持つのかについて考えを深めることがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学問としての制作研究のあり方を身に付ける

作品制作における準備～構想～完成～発表と
いう一連のプロセスを記録しながら解
釈し、これら自身の感覚・経験を言語化しな
がら省察していくことで、表現の意義を学術
的に再発見することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

制作活動が芸術学という分野において、どの
ような学びの意味を持つのかについて自
身の考えを深めることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

研究成果を有意義に社会に向けて発信してい
く上で、到達すべき点を見定め、確かな準
備、計画、立案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らが立てた計画に沿って、その実現に向け
て積極的、自主的に行動することができ
る。また、状況に応じた課題を自ら捉え、自
分なりに解決することができる。

4 ．DP7.完遂

各自のリサーチならびにその編集・推敲につ
いて最終地点まで努力し、完成させることが
できる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

リサーチならびにプレゼンテーションに関し
て、受講生同士で協力・連携し、各自の役
割について責任を持って果たすことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
リサーチポートフォリオの制作およびプレゼンテーションについては、随時ならびに定期的に指導・助言を行います。

成績評価
注意事項等
この授業は作品制作および活動の研究と併せて、三年生展に向けたトピックも含んでおり、各回単独の内容ではなく、連続性を伴う授業計
画となっている。原則として毎回出席することを求め、規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
卒業研究につながる考察となるものと位置付ける。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（プロジェクトノート）
30％
試験（リサーチポートフォリオ）
35％
プレゼンテーション
35％

： 授業の聴講内容および自身のアイディア等について文章化ないし図示化しながら、適切かつ柔軟に
まとめることができる。
： 自身の制作プロセスを主軸として、他の観点も適宜取り入れながら、学術的かつ独創的、ならびに
わかりやすくまとめることができる。
： 研究ノートの内容を基盤として、それらを言葉、視覚媒体等によって、効果的かつわかりやすく他
者に向けて発信することができる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
課題に沿って必要とされる資料は適宜配布します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
制作や鑑賞内容を撮影・記録するため、カメラ等を毎回持参すること。
授業前後の清掃や道具の整理、作業の協力・連携も学習内容の一つであるため、真摯に取り組むよう心掛けること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間前後または火曜4限

場所：

美術研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

自己の制作を見つめる―“制作研究”とは
授業概要の説明を行います。また、自身が各専門領域にて行って
いる制作活動を一つの研究と捉え、それをいかにしてまとめ、有
意義なる次に繋げていくかについて概観する。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

プロジェクトノートの執筆・編集

4時間

第2回

自己の制作を見つめる―私の作品について語る

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集／次回用受講シー
トの記入

4時間

自己の作品を一点取り上げて、他者に向けて紹介します。技
法、素材、アイディア、形態など、どのような観点からのリサー
チを深めていくか、比較対象はいかなるものがあり得るかについ
て検討・確定していきます。
第3回

自己の制作を見つめる―私の作品の背後にあるもの
自身の今の作品に至るまでの個人的経緯について、文章化しなが
らまとめていきます。また、経緯にまつわる出来事について詳
細を調べ、作品との関係を鑑みながら分析していきます。

第4回

自己の制作を見つめる―私の作品群について振り返る
自身の制作してきた一連の作品を系譜化し、ストーリーとしてま
とめていきます。その際、第2回にて取り上げた1点の作品との比
較・検討を行っていくことで、自己の制作や作品世界を相対化し
ていきます。

第5回

自己の制作を見つめる―発表・相互講評
ここまで分析してきた自己の制作・作品について、他者に向け
て発表します。相互の主体的な意見交換によって、発表者・聴講
者の別なく各トピックを自身の問題や課題として捉え、提案や共
有、理解を目指します。

第6回

他者の作品を見つめる―私の作品と他者の作品
自己の作品を一点取り上げて、共通する点を有する（美術史
上の）他者の作品と比較しながらまとめ、共通していると思われ
る点と相違する点などを適切に捉えながら鑑賞していきます。

第7回

他者の作品を見つめる―作家研究
比較対象とした作品を制作した作者について文献調査し、比較対
象とした作品の位置づけを探ります。また、同時に自己の作
品の経緯とも照らし合わせながら、自己の表現を相対化していき
ます。

第8回

他者の作品を見つめる―実物をリサーチすること
美術館などにおける実物作品の実見調査の手法を学びます。文
献によって知ることができること／実物によってのみ知ることの
できることを深く理解し、「何を観察し経験するか」につい
て学びます。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。

第9回

他者の作品を見つめる―リサーチのまとめ方
自他の作品を比較・検討する方法、文献調査と実験調査をふまえ
て、これらで得た情報や解釈をいかにまとめていくかについ
て学びを進めていきます。

第10回

他者の作品を見つめる―発表・相互講評
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ここまで分析してきた自己と他者の制作・作品の比較・検討・調
査について、他者に向けて発表します。相互の主体的な意見交
換によって、発表者・聴講者の別なく各トピックを自身の問
題や課題として捉え、提案や共有、理解を目指します。
第11回

芸術の拡張機能とアートの現場（１）－美術館ギャラリーな
ど－
美術・芸術が「アート」と呼ばれるようになって久しい現在、そ
のあり方も多岐に渡る。美術館やギャラリー、アートフェアな
ど美術の文脈を司る場の一方で、まちの活性化を目的としたアー
トプロジェクトやレジデンス、医療や福祉／教育の場でのワーク
ショップ、休眠施設を再利用したオルタナティブス
ペ－ス、ア－トNPOなど、実社会にコミットする「アート」も台
頭している。ここでは、現代の社会とアートの関わりについ
て、美術館ギャラリーなど、「美術・芸術」の現場へのフィール
ドワークをもとに考察を深める。

美術館ギャラリーなどアートの現場について
のレポート提出

4時間

第12回

芸術の拡張機能とアートの現場（２）－アートプロジェクトな
どに関わる活動－
美術・芸術が「アート」と呼ばれるようになって久しい現在、そ
のあり方も多岐に渡る。美術館やギャラリー、アートフェアな
ど美術の文脈を司る場の一方で、まちの活性化を目的としたアー
トプロジェクトやレジデンス、医療や福祉／教育の場でのワーク
ショップ、休眠施設を再利用したオルタナティブス
ペ－ス、ア－トNPOなど、実社会にコミットする「アート」も台
頭している。ここでは、現代における芸術の可能性につい
て、アートプロジェクトなど実社会にコミットする「アー
ト」に関しての考察を深める。

アートプロジェクトなどに関わる活動につい
てのレポート提出

4時間

第13回

作ることと語ること・考えること―表現者が成果を発表するこ
と（表現者の視点）
ここまでの内容に基づき、表現者が単なる表現にとどまらず、そ
れを社会に向けて発信していくことについて、クロストークとい
う形式を通して、表現者の視点から考えや提案を発信・共有・協
議していきます。

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

第14回

作ることと語ること・考えること―リサーチ成果 ―ここまで
とこれから
ここまで分析してきた自己の作品・表現にまつわる研究の成果に
ついてまとめ、他者に向けて発表・公開します。相互の主体
的な意見交換によって、発表者・聴講者の別なく各トピックを自
身の問題や課題として捉え、提案や共有、理解を目指します。
リサーチ成果の公開に関する省察を経て、今後の研究の進
展に繋げていけるよう、到達点と今後の課題をまとめていきま
す。また「制作と研究」をテーマに受講者全員が次なる課題を共
有します。
最終の学修達成度の確認を行う

リサーチポートフォリオの編集／プロジェク
トノートの執筆・編集

4時間

661
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形芸術専門基幹演習４【FA】
釜本幸治
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

作家として金属を使った立体造形を主に、個展やアートイベントなどを中心に作品発表を行ってい
る。(１4回)

授業概要
前期後半に開催する「3年生展」に向けて、各自の表現への志向、適性、可能性を考え、作品のテーマを検討し計画性を持った作品制
作を行う。これまで取り組み作品化してきた自作に対して、客観的に見ることから、次への制作の展開を考察します。自身の表現への関りにつ
いて振り返り、描き・作ることへの根源性も確かめながら、各自の表現の方向性や課題を発見し、表現の展開および社会への発信を意識した制
作となるよう制作に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

習得した専門技法や知識を作品制作に生か
し、独自の表現に繋げる力の育成

表現の試行から作品制作、発表までのプロセ
スについて学び、専門知識を習得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

3年次までに習得してきた専門的知識、経
験をもとに、自らのテーマや志向、方向性等
課題を策定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

各自の課題に基づき、その研究、作品制
作を実現するために必要な具体的かつ確
実な計画、準備、立案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

各自が立てた計画のもと、その実現、完
成に向け、積極的、自主的に活動することが
できる。

4 ．DP7.完遂

各自のテーマ、コンセプトに準じた作品を最
後まで完成させると共に3年生展の企画、展
示計画を経て展覧会を開催し、成果発
表の場とすることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

「3年生展」を開催するにあたって、学生各
自が与えられた役割を責任を持って果た
し、協同して展覧会を実施することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行うとともに文章で
の振り返りも行う。これによって学生は自らの成長の度合いを知ることができる。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめ
ていく。以上を総合して評価を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。作品の完成度および日頃の制作へ
の取り組みにより評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品提出）・作品評価
70％
制作への取り組み

： 制作による成果（作品）を「発想」「展開」「表現」の3つの観点から評価、さらに作品について
のプレゼンテーションを含め評価する。
： 制作上の問題点の解決、作品を客観視した上での制作への取り組みを評価する。

20％
三年生展への取り組み
10％

： 三年生展開催に向け、他者との協同作業や個々の役割を担い、企画、準備などの過程全てに関わ
る姿勢を評価する。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
作家の図録や作品集、技法集などの専門書など、各自の制作に必要な資料を適宜資料として提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。自主的、積極的な授業時間外研究、作品制
作に取り組む姿勢を求める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

アトリエ棟2階

美術研究室

備考・注意事項： 授業前後以外で質問がある場合はEメールにて受け付けます。
（アドレス：kamamoto@g.osaka-seikei.ac.jp)
Eメールには氏名と所属、学籍番号を必ず明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション・各自の作品の考察、作品制作の計画
授業内容についてオリエンテーションを行った後、学修到達目
標について、この授業の学びと養われる力の説明を行い、各
自の作品に対する課題、テーマ、作品の方向性などを定め、作品
制作の展開を考察する。また、研究倫理について学ぶ。

第２回

課題1

① プロポーザル発表

各自のテーマによる作品制作に入る前に、作品についてテー
マ、サイズ、使用メディア、素材などを企画したプロポーザ
ルを作成し、各自の作品に必要な資料と合わせ、イメージの具現
化を考察する。
第３回

課題1

②

構想を形にする（草稿）

プロポーザル、アイデアスケッチを元に各自が定めたテーマ、技
法による作品の草稿（色草稿を含む）を作成する。授業内で個別
指導による制作行程の検討も行う。
第４回

課題1

③

制作のための下準備と制作開始

各自の草稿に従い、制作に必要な素材、材料、道具、作品スペー
スの準備を行い、順次作品制作を開始する。
第５回

課題1

④

作品制作の継続

各自、制作工程に従い作品制作を進める。必要に応じて具体
的にデモンストレーションを通して技法上のテクニック、道
具の使い方、材料、色材使用について説明を行う。また、草稿を
もとに完成に向けて方向性の確認を行う。
第６回

課題1

⑤

作品制作、仕上げ

作品制作を継続し、作品の完成度を上げ、各自の作品に必要な仕
上げ作業を行う。
第７回

課題1

⑥

作品プレゼンテーション（合評）

各自のテーマにより制作した作品について口述発表（プレゼン
テーション）を行う。
自らの作品を客観的な視点で評価し、また、他者の作品の鑑
賞を行い、積極的に意見交換を行うことで、互いの学び、更に次
作（3年生展出品作）への展開につなげる機会とする。
第８回

課題2

①

3年生展を念頭に置いた作品の考察

これまでの制作をふまえ、展覧会での発表を念頭に置いた作品制
作を計画する。
まず、作品についてプロポーザル、アイデアスケッチをもとに考
察し、作品の具体的な内容、方向性を決定する。
また、全員で3年生展開催のための会議を行い、実施のスケ
ジュール、必要な役割を決め、協同、分担で展覧会の準備にあた
る。

授業の振り返りと作品のテーマや方向
性を定める。必要な資料収集、スケッチなど
を行い、今後の展開をより具体化する。

2時間

授業の振り返りと更なるスケッチや資料収
集の継続、アイデアスケッチの作成を行い作
品の構想を練る。

2時間

授業の振り返りとまとめ、および草稿を完
成させる。

2時間

授業の振り返りとまとめ、および各自の制作
計画に従い作品制作を進める。

2時間

授業の振り返りとまとめ、および作品制
作の継続。

2時間

作品の完成、仕上げを行い、プレゼンテー
ションに備える。また、制作過程記録を制
作ノートにまとめる。

2時間

授業の振り返り、および制作ノートのまとめ
を作成する。

2時間

授業の振り返りとまとめ、および作品の構
想を決定し、具体的な草稿の作成を行う。

2時間

作品に必要な表現技法の研究を行い、作
品に生かす。

2時間

中間学修到達度の確認と学生へのフィードバックを行う
第９回

課題2

②

構想を形におこす

各自のテーマによる作品制作に入る。
各自の自由なテーマで選択した技法に対し、個別に指
導を行う。個別指導の中で、作品表現においての作業の行程をよ
り確かなものとし、技能向上を図る。
第10回

課題2 ③ 各自のテーマによる制作
各自のテーマによる作品制作を行う。作業行程を確認し、進行状
況を把握する。制作行程において必ず記録し、客観的に制作して
いけるようレポートにまとめ、自作について考える。

作品制作の継続、制作過程記録を取る。

2時間

第11回

課題2 ④ 作品制作の進行
作品制作の作業行程を確認し、進行状況を把握する。

作品制作の継続を行う。

2時間

第12回

課題2 ⑤ 作品制作
作品制作を進める。構想どおりに制作が進んでいるか確認する。
展覧会のための準備の説明会を行う。

作品制作の継続を行う。

2時間

663
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第13回

課題2

⑥

作品制作・展覧会についての会議

各自の作品制作を進める。
また展覧会においての準備の進行について全体で検討する。
第14回

課題2

合評会 プレゼンテーション2

課題2で制作した作品について口述発表、合評会を行う。
最終ルーブリックの実施、振り返りシートの作成および学修成
果の可視化（ポートフォリオ）などにより、最終の学修達成
度の確認を行う。

664

作品プレゼンテーションに向けて作品の仕
上げと資料の作成を行う。制作の継
続を行う。

2時間

合評会のための作品の考察。振り返りレポー
ト作成。レポート作成。作品を完成させるた
めに、授業時間外でも制作し計画を合わせ
る。

2時間

4781
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習６【FA】
阿部緑
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
染色作家として、国内外の展覧会への作品発表のキャリアを有する。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、「３年生展」への展示に向けて作品制作と展覧会開催までの計画、準備を行い発表の機会に備える。。これまでの制作を通して習
得した技法や素材、道具に関する知識や経験、また作品制作に対する考え方をもとに、各自の作品の方向性、テーマを明確にした独自の造形表
現について十分に考察し、作品化を行う。絵画、染織、立体各表現において、コンセプトやイメージなど自らの表現を更に探
求し、幅を広げ、独自の技法による制作に取り組む。
中間・最終学修到達度の確認を行い、習熟度をはかる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

修得した絵画や染織、立体など造形表
現に関する専門知識と技術を生かし、職業理
解に繋げる。

展覧会や美術専門書から多様な表現につい
て学び、自作の制作、研究経験を積むことに
より、専門的な作品制作をより深く探求でき
る。また、関連する職業について模索し、進
路を視野に入れ考えることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

3年次までに修得した専門知識や技法を用い
た表現方法をもとに、各自のテーマや作
品の方向性を探求する。

独自の造形表現について深く考え作品
化し、さらに展覧会を開催するために他の学
生と協働することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

3年生展に向けて、作品のテーマや方向性な
ど課題を策定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

各自の課題や作品制作の実現や展覧会実
施に向けて、確実な準備、計画を立てること
ができる。

3 ．DP6.行動・実践

各自が立てた計画、目標に沿って、作品制
作、展覧会準備に対して自主的、積極的に行
動することができる。

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作と展覧会の準備を最後まで努
力し成し遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

展覧会に関連する諸事に関して、コー
ス内で役割を分担し、各自の役割を責
任を持って果たすとともに、協働して展覧会
開催に導くことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業の中間、最終段階において、学修到達度の確認を行い、学生へフィードバックを行う。これにより学生は自分の成長を知ることができ
る。さらに演習授業の作品は学修成果ポートフォリオにまとめる。以上を総合して評価を行う。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価は行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品制作）
50％

： 今迄に習得した造形表現方法をもとに、独自のテーマ、作品の方向性を探求し作品を進展すること
ができたか、作品制作の過程および作品の達成度、完成度を評価する。

665
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展覧会作品展示への取り組み
20％
プレゼンテーション
20％
学習到達度の確認
10％

： 展覧会開催に向けて、与えられた各自の役割を責任をもって果たし、展覧会の計画、準備、搬
入、展示、搬出までの諸事を共同して行うことができたかを評価する。
： 作品のコンセプト、構想などを含め、自分の作品について論理的に述べることができたかどうか
を評価する。
： 授業の中間段階及び最終段階において学修到達度を確認し、学生へのフィードバックを通して授業
内容などの理解度、全体的な成長の度合いを確認する対象とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各学生の制作に関して必要に応じて文献、作家や展覧会の作品集、図録等を提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、各授業の内容をしっかり復習し、次回の授業に向けて予習を行うこと。
前期末に「3年生展」を実施、作品展示を行う。共同して実施する「3年生展」では、会場の選定、展覧会企画、展示計画、DM制作、作品運
送、展示全てにおいて学生全員が主体となり取り行う。各自、役割分担により与えられた役務を責任をもって遂行し、一致協力して展覧会を実
施する。また、展覧会場で公開の発表、プレゼンテーションを行い、各々の作品について意見交換を行い、相互に学びを深める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後と月曜日4限

場所：

実習室・美術アトリエ棟2階美術研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

制作についてのガイダンス
テーマの検討・ディスカッショ
ン①、学修到達度の確認について説明
前14回の授業内容および3年生展に関する導入、説明を行う。
学外での作品発表に向けて、作品制作、レポートについて研究倫
理教育を行う。
また、絵画、染織、立体各表現による作品の方向性、イメー
ジ、コンセプトを定め、テーマを決定するため、ディスカッショ
ンをすると同時に、必要な資料収集、スケッチ、アイデアスケッ
チ等を行う。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。

第2回

作品テーマの検討・ディスカッション②
授業内外で行った取材や資料収集、スケッチ、アイデアスケッ
チをもとに、作品のテーマを模索する。

第3回

テーマ・構想の決定
今迄蓄積してきたスケッチ、アイデアスケッチ、収集した資
料を基に、作品のテーマ、構想を決定し、方向性を明
確に定め、必要となる素材、技法による試作、実験を行う。

第4回

構想の展開
決定したテーマ、構想に応じて、より明確に制作プランを具体
化する。
マケット、エスキース、草稿の作成を行う。

第5回

エスキース、草稿の完成、プロポーザルの発表
スムーズに実制作に移行するために、エスキース、草稿の細
部を詰めることにより、問題点、検討事項を解決した上で完成さ
せる。
各自作品についてプロポーザルを作成し、発表する。

第6回

制作の準備
絵画、染織、立体、各造形表現技法を用いた制作に向けて、作
品に必要な素材、パネル、木枠等の準備を行う。また、展覧会ま
でのスケジュールを考え、制作工程の計画を立てる。

授業の振り返りと作品の方向性、テーマを検
討し、必要となる資料収集やスケッチ、アイ
デアスケッチを継続する。

2時間

授業の振り返りとスケッチ、アイデアスケッ
チ、資料収集をさらに重ね、構想の検討を継
続する。

2時間

授業の振り返りと作品制作に必要な試作、実
験を継続し、細部を詰めていく。

2時間

授業の振り返りとマケット、エスキース、草
稿、プロポーザルの作成を継続する。

2時間

授業の振り返りと各自の制作に必要な素
材、技法の準備を行う。

2時間

各自、必要な制作準備を継続し、実制
作に備える。

2時間

第7回

作品制作の開始
絵画、染織、立体、各造形表現技法による作品のテーマ、コンセ
プトを再確認し、制作スペースを整え、各技法に応じた制作工
程に準じて制作を開始する。

各自、授業以外においても制作を進める。

2時間

第8回

作品制作の継続中間学修到達度の確認

制作スケジュールに合わせ、作品制作を継
続する。

2時間

作品制作の工程、スケジュールを確認し、下絵、草稿、マケッ
トに準じて作品制作を進める。
第9回

作品制作中間合評（中間進捗状況の確認）、中間学修到達
度の確認
作品制作の中間検証を行い、進捗状況の確認を行い、その後、制
作を継続する。
中間学修到達度の確認とフィードバックを行う。

中間合評の振り返りを行い、改善点を再度確
認し、制作を進める。

2時間

第10回

作品制作および3年生展DM制作
中間合評をもとに軌道修正を行いつつ作品制作を進める。
また、3年生展DMのデザインの作成を行う。

作品制作の継続とDMデザインを完成させる。

2時間

第11回

作品の展示計画と制作の継続およびDM版下データの作成

作品制作を進め、完成に近付ける。

2時間
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ミーティングを行い、作品展示のレイアウト計画を立てる。展示
会場のマケットを作成し、立体的に作品の配置を考える。作品制
作を完成に向けて進める。
DMデザインの版下を作成し、発注する。
第12回

作品制作の検討および細部の仕上げ
作品の完成に向けて、個々の作品を検証し、あらためて完
成に向けて制作に取り組む。さらに細部の仕上げに向かう。

作品制作の完成度を上げる。

2時間

第13回

作品の完成度の確認および展示計画・作品タイトルの決定

作品制作の最後の仕上げ（パネルアップ、額
装、展示台の準備等）を行い、合評に備え
る。キャプションを完成させる。

2時間

合評を振り返り良い点、悪い点をまとめ
る。作品の運送に備え作品を梱包する。

2時間

作品制作の仕上げに向かい作業を進め、合評に備える。
ほぼ完成した作品の色彩、サイズ、形状を確認した上で、3年生
展の展示計画の最終決定を行う。また、展示に必要な道具や備
品を整え、キャプションを制作する。
第14回

合評会
各自、作品についてコンセプトや独自の表現、取り組みについ
て自らの言葉で簡潔に述べると共に、他者の作品に対する意
見を述べる。自作を客観視し、他者の作品に触れることで、次
作へのステップとする機会とする。
最終学修到達度の確認を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門基幹演習５【FA】
釜本幸治
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
作家として金属を使った立体造形を主に、個展やアートイベントなどを中心に作品発表を行っている。(13回)

実務経験の概要

授業概要
学外への発表など、作品発表を前提とした作品制作。各自が自由にテーマを設定し、プレゼンテーションを通して外部での作品発表も意
識し、独自の表現方法を探求する。コンセプト、スケジュールの立て方、見せ方の工夫など、より美術の現場を意識した作品制作を通し
て、見えてくる自分と美術との在り方を確認、検証する。基本的には各自の作品の制作が中心の個別指導を行うが、合評会を実施し学生相
互に意見を交わし作品の考察を深める。その他、技法・材料に関しての実地による研究から作品への展開も行い、習作から自作への習
熟を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

表現への理解と表現技術の修得

美術作品の様々な表現を理解し、作品制作に
ついての表現方法を活用することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

作品制作の展開

作品制作を通して自分の表現の可能性を広げ
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

オリジナリティーある発想への展開能
力を身につけることができる。

2 ．DP6.行動・実践

出来上がった作品を展示することで、作
品と人、そして社会との関わりについて考
察することができる。

3 ．DP7.完遂

作品についての自分と美術との在り方を探
究し、積極的な取り組みができる。作品の完
成度を上げ、仕上げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章で
の振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポート
フォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
※原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
作品、毎回の制作、作品プレゼンテーション、専攻の研究で総合的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（作品制作）
45％
試験（制作に向けての研究）
15％

： 計画する制作への取り組みを評価する。作品制作を通して自分の表現の可能性を広げることができ
たか。
： 制作に対して意識を持ち、作品制作の展開が図られたかを評価する。
オリジナリティーある発想への展開能力が身についたか。

試験（作品プレゼンテーション・最終 ： 合評会での作品紹介、作品レポートも含めて最終作品の到達を確認し評価する。
作品の到達）
作品と人、社会との関わりについて考察することができたか。
30％
学修到達度の評価

： 授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて学修到達状況を確認。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
作家の図録や作品集、技法集などの専門書など、各自の制作に必要な資料を適宜資料として提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
作品化することへの、自分と美術との在り方を探究する積極的な取り組みを求める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

アトリエ棟2階

美術研究室

備考・注意事項： 授業前後以外で質問がある場合はEメールにて受け付けます。
（アドレス：kamamoto@g.osaka-seikei.ac.jp)
Eメールには氏名と所属、学籍番号を必ず明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・各自の作品の考察、作品制作の計画
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
授業の流れの説明と制作への準備
前期までの制作のふりかえり

課題提出期限に合わせて作品を完成させるた
めに、授業時間外での制作をすることもあり
ます。

2時間

第2回

課題１ ①作品コンセプトの組立
個別でのプロポーザル発表、制作計画の作成、検討会

プロポーザルの作成、資料準備

2時間

第3回

課題１
成

授業の振り返りと更なるスケッチや資料収
集の継続、アイデアスケッチの作成を行い作
品の構想を練る。

2時間

②作品コンセプトの立案、エスキース、マケットの作

アイデアスケッチ、素材の研究とマケットの作成。
第4回

課題１ ③作品プラン、マケットの提出/検討会
提出されたプランを口述発表し、全体ミーティング、ディスカッ
ション。年度末に企画している進級展での作品発表を目標とし
た制作内容であるか検討する

レジュメやマケットの作成

2時間

第5回

課題２ ①構想を形にする
各自専門の表現による制作を行う。制作にあたり、工程を確
認。個別指導によるテーマの再考。

制作プランの再考

2時間

第6回

課題２ ②各自のプランに即した作品制作
各自専門の表現による制作を行う。個別指導により作品につい
て検討する。また授業内において展覧会にむけた企画、役割を検
討していく。

振り返り、授業時間外での制作を進める。

2時間

第7回

課題２ ③作品制作 技法の検討
各自専門の表現による制作を行う。授業内において展覧会にむ
け会場マケットの確認

授業時間外での制作も求める

2時間

第8回

課題２

授業時間外での制作も求める。合評会のため
のプレゼンテーション準備

2時間

作品制作計画により、授業時間外でも制作を
する

2時間

作品を完成させるために、授業時間外でも制
作し計画を合わせる。

2時間

④

作品制作

学修到達度の中間確認

各自専門の表現による制作を行う
学修到達度の確認として、中間ルーブリックの実施する。
第9回

課題２

⑤

中間合評会、方向性の確認と修正

全体ミーティング（中間合評会） 各自のテーマについて作
品と口述発表より検討会を行う。
学修到達度の確認の学生へのフィードバックを行う。
第10回

課題２

⑥

作品発表に向けての制作の再考

各自専門の表現による制作を行う。個別に制作およびレポートに
ついて指導を行う。
第11回

課題２ ⑦ 制作の進行状況の確認
各自専門の表現による制作を行い、作品の完成に向けて再度、制
作工程を確認する。

授業時間外でも制作をする事が必然。

2時間

第12回

課題２

作品についてのレポートの作成。作品を完
成させるために、授業時間外でも制作し計
画を合わせる。

2時間

作品を完成させるために、授業時間外でも制
作し計画を合わせる。

2時間

合評会のための作品の考察。振り返りレポー
ト作成。レポート作成。作品を完成させるた
めに、授業時間外でも制作し計画を合わせ
る。

2時間

⑧

作品制作・展示の為の工程確認

作品の完成に向けての制作と、展示の為の準備を行う。
第13回

課題２

⑨作品制作・仕上げ

作品の完成度を上げるために必要な、作業工程を検討し仕上げ
の作業を行う。
第14回

課題2

合評会 プレゼンテーション2

⑩

作品制作・仕上げ

課題2で制作した作品について口述発表、合評会を行う。
学修到達度の確認として、最終ルーブリックの実
施、振り返りシートの作成および学修成果の可視化（ポートフォ
リオの作成）を行う。
制作を深化、完成度を上げ、展示を前提にした仕上げを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

造形芸術専門展開演習７【FA】
津田やよい
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
画家として活動のほか、企業との画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。（全１4回）

実務経験の概要

授業概要
前期の授業で取り組んだ内容を踏まえて、アートが社会・地域の中でどのような役割を担うことができるのか、どのような展開が可能なの
か、また次年度以降、各自がどのようなことに取り組んでいくのかということを考えていきます。現代社会において、課題の解決や発見など
にアートの持つ特性・創造性等を活かして取り組んでいる事例などを踏まえながら、実際にアートを通して社会や他者・地域にアクセスしてい
く美術について考察、実践していきます。基本的には各自の作品の制作が中心で、個別指導を実施。その他、技法・材料に関しての実地によ
る研究から作品への展開をしていき、習作から自作への習熟を図ることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会・地域と関わるアートの実践に関する知
識

今自分たちが生きる現在社会におけるアー
トの動向、果たすべき役割を理解することが
できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門分野の体系的研究

リサーチや、企画立案、シミュレーショ
ン等の過程を経験することにより、専門的知
識、スキルを身につけ、実施することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

リサーチを実施し、取り組むべき課題を検
討できる

2 ．DP5.計画・立案力

リサーチしたことや設定した課題に対し
て、新たな発想を展開することができる。

3 ．DP6.行動・実践

発想から実践に至るまでのプロセスにおい
て、自ら能動的に行動することができる

4 ．DP8.意思疎通

仲間や連携先の人々、参加者と適切なコミュ
ニケーションをとることができる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

仲間と協力して必要な作業を進めることがで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 発案の段階で積極的に意見を出せたか、準備や実施の段階での作業への参加態度によって評価する
40％

受講態度
30％
プレゼンテーション
20％
学修到達達成度
10％

： 発想から実践に至るまでのプロセスにおいて積極的に自分の役割を果たせたか、仲間や参加
者と良い関わり方ができたかを評価する
： 作品制作についてプロポーザル、制作過程をまとめ、プレゼンテーションできているかについて評
価する
： 振り返りと成果・課題の整理、第三者にも伝わるアーカイブ・レポートの作成ができたかを評価す
る
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で適宜指示します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3限

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業時間外、オフィスアワー時間外では上記時間帯で対応します。授業前後もしくはメールにて対応。メールアドレスは初
回の授業にて指示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションとディスカッション
授業初回では、全１４回の授業についてガイダンスを行いま
す。この授業での課題に入る前に、、学修到達度について説明す
る。その後、学生にはこれまでの制作についてポートフォリオに
まとめておくこと。概要説明後、前期の授業についての振り返り
と改善、今後取り組んでみたいことについての意見交換を行う。

第2回

作品コンセプトの組立
制作する上での、目的を設定し、研究を行っていく。
絵画、立体、インスタレーション、スキルをいかしたアートプロ
グラムを実施する現場を訪れるなどして、リサーチをする。

第3回

作品コンセプトの立案、エスキース、マケットの作成
法の検討

技

個別でのプロポーザル発表、制作計画の作成。前回のリサーチを
もとに取り組む課題を抽出し、アートを通してどのようなアプ
ローチができるかアイデアを話し合う。提出されたプランを口述
発表し、全体ミーティング、ディスカッション

各自、関心を持っている事例についてリサー
チをする。

2時間

授業内容の記録と整理を行う。次回訪れる現
場についてWebサイト等でリサーチしておく。

2時間

議論で出されたアイデアについて、似たよう
な事例についてリサーチし、自分たちのアイ
デアの独自性を探る。

2時間

第4回

各自のプランに即した作品制作 1-1 構想を形にする
制作にあたり、行程を確認。個別指導による研究進捗確認、再
考。

記録と整理を行い、レポートにまとめる

2時間

第5回

各自のプランに即した作品制作

役割分担表の作成、プレゼンテーションのた
めの企画書、資料をまとめる

2時間

1-２

表出した表現の確認

各自専門の表現による制作を行う。個別指導による研究進捗確
認、再考。
第6回

各自のプランに即した作品制作 1-３ 制作
各自専門の表現による制作を行う。個別指導により作品につい
て検討する。

振り返り、授業時間外での制作を進める。

2時間

第7回

作品１合評会、方向性の確認と修正

作品制作計画により、授業時間外でも制作を
する

2時間

作品を完成させるために、授業時間外でも制
作し計画を合わせる。

2時間

各自のテーマについて作品と口述発表より検討会を行う。
学修到達達成度確認。学生へのフィードバックを行う。
第8回

作品制作2-1

中間

作品発表に向けての制作の再考

この課題に取り組む前に、授業の中で中間学修到達度を評価す
る。その後に今課題に導入していく。企画内容を具体化し、情報
整理を行うし、作品につなげるため個別に制作およびレポートに
ついて面談指導を行う。面談実施後、各自専門の表現による制
作を行う。
第9回

作品制作2-2 本制作の確認
各自専門の表現による制作を行う。実技に対し、個別に指
導を行う。

必要に応じて作業を進める。

2時間

第10回

作品制作2-3

各担当ごとに必要な準備物を整理してお
く。必要に応じて準備作業を進める。

2時間

作品を完成させるために、授業時間外でも制
作し計画を合わせる。

2時間

作品を完成させるために、授業時間外でも制
作し計画を合わせる。

2時間

最終合評会のためのレポート作成。作品を完
成させるために、授業時間外でも制作し計
画を合わせる。

2時間

実施とそれまでのプロセスについての記
録を整理し、振り返りに向けてのメモの作
成、アーカイブの作成準備を行う。

4時間

本制作仕上げの行程確認

レポートの個別検討会

各自専門の表現による制作を行う。実技に対し、個別に指
導を行う。
全体に対して進捗状況を共有する時間をとる。
第11回

作品制作2-４

本制作仕上げの行程確認

各自専門の表現による制作を行う
第12回

作品制作2-5
各自専門の表現による制作を行う。また作品についてのレポー
ト内容について個別に検討する .

第13回

作品制作2-6

完成にむけて

作品の仕上げと見せ方の確認。個別指導を行う。
第14回

作品展示、合評、総括
作品、研究についてプレゼンテーションを行う。
研究レポートの提出。
振り返りシートを使い、最終学修到達度の確認を実施する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【FA】 （月・金）
村岡幸信・大手裕子 （金）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

日本画作品制作、研究活動ほか、壁画、襖絵、扇面屏風制作など共同制作プロジェクトに参画 (前期14回担
当-村岡)
染織作家として作品を制作、国内外で発表、染織技法、素材の研究を行う。（全14回―大手）

授業概要
４年間の研究や制作を通して修得した学び全ての集大成として、各自がテーマを設定し研究、作品制作および活動を行う。これまでの制作・活
動について考察し、各自が最も関心を持つテーマを選定し、現代における美術表現あるいは活動の一つとして、美術作品または活
動の在り方、メッセージ性、独自性などについて確認し制作、研究活動につなげる。さらに、学修の締め括りとしての制作・研究発表となる卒
業制作展に向けて研究、試作、試行など計画的に行う。
「研究倫理教育」を実施。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

絵画・立体・染織など造形表現、アート活
動に関する専門知識と技術、専門的活動の展
開

さまざまな美術表現・活動に関する専門内
容の理解を確かにし、自身の制作や活動、ま
た研究についてより深く探求し実践すること
ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

さまざまな造形表現を用いた作品制作・活
動・研究に対する能力の修得

各自が多くの学びから得た造形表現に関す
る知識や技法を作品制作に生かすことができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

卒業制作・研究について、自らのテーマや方
向性など課題を策定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

各自の課題や作品制作の実現に向けて、ゴー
ルをしっかり見定め、確実な準備、計画、立
案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らが立てた作品制作・研究計画に沿っ
て、その実現、完成に向けて積極的、自主
的に行動することができる。

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作・研究について最後まで努
力し、完成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

卒業制作展に関連する諸事などにおい
て、コースあるいはグループで相手それぞれ
の意向を理解尊重し、協力、連携し、各
自が責任を持ってそれぞれの役割を果たすこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリックを用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバックを行います。演習授
業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきます。作品・活動構想、制作・活動過程の取り組み、成果物としての作品または活
動などを総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
※研究ノート提出期限、作品１次審査、２次審査は期限を明示する。
■成績評価の方法■：試験（作品提出）確認をする期限を設け実施（提出）する。最終的には14回授業終了後（定期試験期間）前後に期
限を明示し、確認・実施とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

作品制作のための調査・資料収集

： 科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
15％
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課題設定・新規性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
30％

作品制作の企画・作品作りの計画性
30％
審査時発表

： コンセプトが明確で、制作のスケジュールや技術的問題に対して適切に設定しているかを評価す
る。
縮小しました
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。

15％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の制作・研究内容に応じて、参考資料、文献、作品集などを配布、提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上のの授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をすること。
また、制作・研究過程において、コミュニケーションを重視し、コンセプトや方向性、技法、材料、活動研究などの確認を行うとともに、すべ
てにおいて自主的、積極的な姿勢を求める。さらに計画性を持った作品制作・活動研究となるようにスケジュールの作成・提出を求める。
特に前期は就職活動、教育実習等のため時間が取られることもあり、確実に制作・研究などが進められるよう、しっかりと計画を立てること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日4限(村岡)、月曜日3限（大手）

場所：

美術アトリエ棟

美術研究室

備考・注意事項： 授業時間以外は美術研究室にて対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業制作、研究についてのガイダンス 作品制作・研究に関す
る年間計画の策定
卒業制作作品および卒業研究への意識付けを行い、各自の作
品・活動研究に関するテーマや方向性、年間の制作・作成計
画を考える。卒業制作･研究計画書を作成。
学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明す
る。
研究倫理教育の実施。

作品・研究テーマなど方向性を考え、年間計
画を策定する

2時間

第2回

テーマ、コンセプト、制作・研究計画の確認（個別面談）

面談内容に応じて個々の作品について見
直し、必要に応じて再度構想を検討し、新た
な計画を立て直す。

2時間

スケッチ、アイデアスケッチ、資料収集の継
続

2時間

構想案の完成。スケッチ、アイデアスケッ
チ、資料収集

2時間

各自の作品制作に関するテーマ、コンセプト、イメージや制
作を進める計画について、個別に面談を行い確認するととも
に、不確定な部分や修正を必要とする部分については再考する機
会とする。
第3回

スケッチ、アイデアスケッチ、エスキース、資料収集
作品制作・活動のテーマやコンセプト、アイデアなどを具体化す
るため、各自の表現に必要なスケッチやアイデアスケッチ、エス
キース、小下絵などを重ねるとともに、より具体化するための考
察を深める。また、必要とする資料について収集する。

第4回

制作・活動構想の作成および研究の確認（個人面談）
スケッチ、アイデアスケッチ、エスキースや資料に基づき、各表
現方法に応じた、構想案、マケットを作成する。
卒業制作研究計画書の提出 研究テーマについての確認（個別面
談）

第5回

材料、素材、技法、実施方法の検討の検討（試作、実験な
ど）と確定
作品に必要な材料、素材、技法について、作品の具現化に適
切な方法を選定するため、多様な材料、素材の収集、および試
作や実験を重ね検討する。また、活動について構想をもとに必
要となる準備を行う。

材料の収集と試作、実験を継続し、デー
タを分析し、まとめる。

2時間

第6回

制作、活動に向けての準備

活動および制作に向けて、必要な材料など
の準備を行い、実施できるよう準備を行う。

2時間

各自の制作・活動を始めるにあたり、必要な材料、道具、場所な
どを整え、準備を行う。
第7回

作品制作・活動①（構想から制作・活動へ）
各自の表現方法、制作活動計画に基づき、作品制作・活動を進め
る。

作品制作・活動の継続

2時間

第8回

作品制作・活動②（作品の進展）活動研究の進展
各表現方法に応じた工程をたどり、制作を進める。活動研究を計
画的に進める。
卒業制作研究計画書の提出 研究の進捗状況確認、検討
中間学修到達度の確認と面談等を行う

作品制作・活動の継続

2時間

第9回

作品制作・活動③（作品の充実、活動研究）
制作に必要な実験、試作を並行して行い、表現をさらに深化させ
る。
活動研究においては計画的に実践を重ねる。
研究の進捗状況確認、検討
中間学修到達度の確認と面談等を行う。学生へフィードバッ
クを行う。

作品制作を進める（中間合評に備える）

2時間

第10回

中間合評（作品・活動の検討、確認）

合評を経て作品と向き合い、今
後の進め方を確認する。

2時間
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作品制作の途中経過において、その方向性、表現内容、方法を確
認し、今後の制作に対する指導、アドバイスを行う。作品のコン
セプトを再確認し、自作を客観視する機会を通して作品を確
認、または見直す機会とする。
中間考察、学生へフィードバック
活動研究においては計画的に実践を重ねる。
第11回

作品制作④（作品・活動の振り返りと確認・全体の把握）
中間合評での検討内容を作品制作に活かし、今後の制作の方向
性を確認し作品制作を進める。
客観的な視点を得て、全体を把握をしながら作品制作を進める。
活動研究においては計画的に実践を重ねる。

制作の継続

2時間

第12回

作品制作・活動⑤（作品化の充実、実践）

制作の継続および活動(細部と全体の関
係)を確認する。

2時間

各表現方法、作品の形態に応じて、作品を仕
上げ、合評会に備える。

2時間

合評会の内容を振り返り、作品についてファ
イルにまとめる。

2時間

作品制作を進める。全体的および細部についての表現について
の確認を行い、完成に向けて作品を着実に進めてめていく。
活動研究においては計画的に実践を重ねる。
第13回

作品制作・活動⑥および作品の仕上げ・活動のまとめ
作品制作の完成度を上げ、作品完成への最後の仕上げを行う。
研究活動のまとめを行う

第14回

制作研究・活動研究の考察
作品制作・活動のプレゼンテーションを行うとともに、今後の展
開を検討する。
卒業研究計画書（研究）の報告 プレゼンテーション
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作１【FA】 （月・金）
大手裕子・津田やよい （月）
4年

開講時期

前期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手：染織作家として作品を制作、国内外で発表、染織技法、素材の研究を行う。（全14回）
津田：画家として活動のほか、企業での画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。
（全１4回）

授業概要
この授業では、自由テーマ設定課題での成果をふまえて、自らの可能性ある表現を自覚し、その様式やテーマをさらに深化、後期に開催され
る卒業制作展を念頭におき、追求する制作に取り組む。制作の過程では3年生以降の各自が取り組んだテーマについて、また、これまで制作して
きた作品について検証し、自身と作品と社会との関わり方について考察し、卒業研究論文執筆に向けて、調査・実地研究試行も含め、レポー
トを課する。自分にとって作品を作ることとは何かと意識した上での作品化、文章化に進む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

美術表現の理解

アート表現において、様々な媒体を多角
的に調査し、理解し、知識が偏らずに研究に
まとめていくことができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門分野における作品制作への応用

先行研究を通し、自身の制作研究につな
げ、応用できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

先行研究と比較し、課題を発見し、修正、理
解することができる

2 ．DP5.計画・立案力

研究を進めていくために、体系的に考
察し、調査をすすめることができる

3 ．DP6.行動・実践

独自性のある実地研究を行い、時系列にまと
めることができる

4 ．DP7.完遂

最後まで作品研究に責任をもち、完成に向か
うことができる

5 ．DP10.忠恕の心

研究倫理を理解し、調査、執筆していくこと
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究調査・資料収集

： 研究課題に対して科学的・論理的な調査、資料収集しているかを評価する。
10％

課題立案・研究方法
15％
成果物（研究ノート０

： 独自の観点・発想で有意義な課題設定ができているか、研究方法がコンセプトに沿っているかを評
価する。
： 新規性、独自性、論理性を評価する。

50％
口頭発表

： 論理性、説得力、スライドの表現性、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
15％

学修到達度評価

： 学修到達目標について4項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
必要に応じ適宜プリントを配布します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は金曜日卒業研究・制作と連動し、半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上の
の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をすること。
また、制作・研究課程において、コミュニケーションを重視し、コンセプトや方向性、技法、材料などの確認を行うとともに、すべてにおい
て自主的、積極的な姿勢を求める。さらに計画性を持った作品制作・研究となるようにスケジュールの作成・提出を求める。
特に前期は就職活動、博物館実習等のため時間が取られるので、確実に制作を進められるよう、しっかりと計画を立てること

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日13:10~14:50（大手、津田）

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業時間外での質問の際は、事前にアポイントメントをとるように。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

研究計画についてのガイダンス / 研究倫理教育 ~研究のすす
めかたについて
卒業研究原稿作成要領に合わせて論文の作成、研究論文執筆につ
いて今後の授業の進め方の説明を行い、学修到達目標につい
て、この授業の学びと養われる力を説明する。
授業初回で論文執筆にかかわる研究倫理教育を実施する。

これまでの作品についての資料作成

2時間

第2回

卒業研究テーマの選定
授業までの各自のこれまでの制作についてポートフォリオおよ
びプレゼンテーション資料をまとめ、発表を通し、卒業制
作に向けての作品制作に関するイメージの確認を行う。
作品やテーマを客観的に見つめ直し、いくつかテーマとなるキー
ワードを選定していく。

資料収集

2時間

第3回

卒業研究テーマの設定① 調査開始
これまでの自分の作品やテーマや興味からあがったキーワードか
ら共通点を探し、研究テーマを絞っていくための調査を行う。
テーマや調査方法については個別に確認し、全体で共有してい
く。

先行研究調査

2時間

第4回

卒業研究テーマの設定② 論文の構成について 先行研究と本
論の方向性の決定
調査してきた素材から、各自、序論、先行研究、本論、結論の方
向性を決定し、
・実地制作研究が必要な場合は、実地に入るための準備、スケ
ジュールについて計画・確認
・実地調査が必要な場合は、調査に入るための現場の確保、スケ
ジュールについて計画・確認
を行う。毎回の授業の最初と最後には各人の研究課題の設定と検
討を全体で行う。

研究テーマを中心とした資料の収集

2時間

第5回

卒業研究テーマの設定③ 先行研究と本論について再考
計画した内容の確認。研究を進めていくにあたり、研究対
象やテーマについて倫理調査を行う。

研究テーマを中心とした資料の収集

2時間

第6回

卒業研究テーマの設定④ 研究論文の構成を決定する
先行研究と自身の制作を比較研究していくにあたり、本論にあた
る部分の実地研究をすすめていくためのスケジュールを確認して
いく。制作研究行程などは研究ノートにすべて記録すること。

実地研究のための準備、制作導入

2時間

第7回

卒業研究テーマの設定⑤ 本論のための実地研究
研究について、各自調査し、本論部分にくる作品のための実地研
究に入る。制作研究行程などは研究ノートにすべて記録するこ
と。各自の進行状況に合わせて、個別にチェックを行う。

次回プレゼンテーション準備

2時間

第8回

卒業研究テーマの設定⑥ 本論のための実地研究
研究について、各自調査し、本論部分にくる作品のための研
究を継続して行う。制作研究行程などは研究ノートにすべて記
録すること。各自の進行状況に合わせて、個別にチェッ
クを行う。

中間研究発表準備

2時間

第9回

卒業研究について中間研究発表
研究について、各自調査が進んでいるところまで発表をおこな
い、研究の進捗状況を確認する。中間学修到達度の確認と面談
等を行う。

修正点を修正する

2時間

第10回

卒業研究論文・制作について① 卒業研究原稿作成要領の再確
認
各自の専門分野において卒業研究原稿作成要領の再確認し、周
到に執筆をすすめていけるか、修正点、研究目標の再確認、検
討を実施する。

実地研究をすすめる

2時間

第11回

卒業研究論文・制作について② 全体構成を固め、実地研究を
すすめる
設定したテーマで、序論、本論、結論の見出しの決定し、とく
に本論にあたる実地研究を進めていく。これまでの調査で使用し
た参考文献、インターネット検索先などもまとめてく。

実地研究をすすめる

2時間

第12回

卒業研究論文・制作について③

実地研究をすすめる。研究レポートの作成準
備

2時間

プレゼンテーション準備

2時間

実地研究をすすめる

先行研究と自身の研究・制作を比較していくために実地をすすめ
る。
各自の研究テーマに沿って、個別に指導を行う。
第13回

卒業研究論文・制作について④
め、本論の構成を決める

構成を固め、実地研究をすす

677

4800
先行研究と自身の研究・制作を比較していくために実地をすす
め、時系列に研究結果をまとめていく。
各自の研究テーマに沿って、個別に指導を行う。
第14回

卒業研究テーマおよび作品プレゼンテーション
卒業研究・制作１で制作した作品、この授業時間で作成した論文
執筆準備段階のレポートとともにプレゼンテーションを行う。
授業時間内に最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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レポート提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【FA】 （火・金）
津田やよい・大手裕子 （火）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

津田：画家として活動のほか、企業との画材の開発、教育機関でのカリキュラム開発や指導を担当。
（全14回）
大手：染織作家として作品を制作、国内外で発表、染織技法、素材の研究を行う。(14回担当)

授業概要
４年間の研究や制作を通して修得した学び全ての集大成として、各自がテーマを設定し研究および作品制作を行う。これまでの制作において考
察し、各自が最も関心を持つテーマを選定し、現代における美術表現の一つとして、各専門での作品の在り方、メッセージ性、独自性につい
て再確認した上で制作、研究につなげる。さらに、学習の締めくくりとして卒業論文および卒業制作展での作品展示発表を行う。作品展示計
画・準備および搬入・展示、搬出に関しても主体的に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

課題発見とその解決のための調査、計画
的な実地研究

媒体に表すまでに、体系的に調査、制作をす
すめていくことができているかについて評
価する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

さまざまな造形表現を用いた作品制作・研
究に対する能力

各自が多くの学びから得た造形表現に関す
る知識や技法を作品制作に生かすことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

卒業制作・研究について、自らのテーマや方
向性など課題を策定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

各自の課題や作品制作の実現に向けて、到達
目標をしっかり見定め、確実な準備、計
画、立案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らが立てた作品制作・研究計画に沿っ
て、その実現、完成に向けて積極的、自主
的に行動することができる。

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作・研究について最後まで努
力し、完成させることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

卒業制作展に関連する諸事に関して、コー
ス内で協力、連携し、各自の役割を責
任を持って果たすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
※研究ノート提出期限、作品１次審査、２次審査は期限を定め事前に明示する。
■成績評価の方法■：試験（作品提出・論文）確認をする期限を設け実施（提出）する。最終的には14回授業終了後（定期試験期間）に確
認・実施する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性
10％
課題設定・独自性
10％
審査時発表
20％

： 研究目標を達成するために、体系的に実習、制作が進んでいるかについて評価する。研究ノー
トと作品が適切に関連しているかを評価する。
： 先行研究をふまえ、自身の表現と比較研究し、媒体に表すことができているかについて評価す
る。独自の観点・発想により有意義なテーマ設定ができているかを評価する。
： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。卒業制作一次審査時において、研究作
品の完成度、プレゼンテーションが体系的に進行することができたかについて評価する。
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試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。。
50％
学習到達目標

： 学修到達目標について5項目４段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の制作・研究内容に応じて、参考資料、文献、作品集などを配布、提示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上のの授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をすること。
また、制作・研究課程において、コミュニケーションを重視し、コンセプトや方向性、技法、材料などの確認を行うとともに、すべてにおい
て自主的、積極的な姿勢を求める。さらに計画性を持った作品制作・研究となるように制作スケジュールの作成・提出を求める。
特に前期は就職活動、教育実習等のため時間が取られるので、確実に制作を進められるよう、しっかりと計画を立てること

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜

場所：

美術研究室

１６：５０～１８：３０

備考・注意事項： 授業の前後、授業中にも質問に応じる。上記以外の時間帯で質問をしたい場合は、各教員にアポイントメントをとること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

テーマ、コンセプト、制作計画の再確認
火曜日の卒業研究・制作２と連動し、授業を計画していく。学修
到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明する。
前期卒業制作研究１より引き続き、卒業制作展に出品する意識
付けを行い、夏期休業中に個別に出した制作課題の確
認を行い、各自の作品（新作・連作）に関するテーマや方向
性、年間の制作計画を考える。研究倫理教育の再実施。

第2回

スケッチ、アイデアスケッチ、エスキース、資料収集
各自の作品制作に関するテーマ、コンセプト、イメージや制
作を進める計画について、担当教員と個人面談を行い、確認をす
るとともに、不確定な部分や修正を必要とする部分について、再
考する機会

第3回

材料、素材、技法の検討（試作、実験など）調査方法の確定
作品のテーマやコンセプト、アイデアなどを具体化するため、各
自の表現に必要なスケッチやアイデアスケッチ、エスキース、作
品に必要な材料、素材、技法について、作品の具現化に適切なも
のを選定するため、多様な材料、素材の収集と試作や実
験を重ね、検討、確定する。

第4回

制作、調査実施の準備
自の制作、調査を始めるにあたり、必要な材料、道具、場所など
を整え、木枠やパネ木枠やパネル、支持体などを準備す

作品のテーマ、コンセプト、表現方法、技
法を定め、必要な年間計画を策定する

2時間

面談内容に応じて個々の作品について見
直し、必要に応じて再度構想を検討し、新た
な計画を立て直す。

2時間

材料の取集と試作、実験を継続し、デー
タを分析し、まとめる。

2時間

各自、作品に必要な材料などの準
備を行い、スムーズに制作に入れるよう準
備を行う。

2時間

第5回

作品制作①（構想から制作へ） 制作計画指導
自の表現方法、制作計画に基づき、作品制作を進める。

制作の継続。

2時間

第6回

作品制作② 制作方法の確認
各自の表現方法、制作計画に基づき、作品制作を進める。

制作の継続。

2時間

第7回

作品制作③ 制作進捗確認
制作に必要な実験、試作を並行して行い、表現をさらに深化させ
る。

制作を進め、中間合評に備える。

2時間

第8回

中間合評会

合評内容を踏まえ、作品と向き合い、今
後の進め方を模索する。

2時間

作品制作において、その方向性、表現内容、方法を確認し、今
後の制作に対する指導、アドバイスを行い、軌道修正を行う。各
自、作品のコンセプトを再確認し、自作を客観視する機会を通し
て作品を見直す機会とする。
中間学修到達度の確認と面談等を行う。
第9回

作品制作④ 本制作作品の方向性を固める
中間合評の内容を作品制作に生かし、今後の制作の方向性を再確
認しつつ作品制作を進める。

制作の継続

2時間

第10回

作品制作⑤ 部分と全体の把握
視野を広く持ち、部分と全体を把握しながら作品制作を進める。

制作の継続

2時間

第11回

作品制作⑥

制作の継続および細部の仕上げと全体のバラ
ンスを確認する。審査会準備

2時間

修正点、制作スケジュールの精査

2時間

作品の充実

作品制作を進め、より細部にわたり表現を進め、確実に作品をま
とめていく。
一次本審査のためのプレゼンテーション指導を個別に行う。
第12回

卒業制作一次本審査/修正点の見直し
一次本審査を実施する。作品の進捗が目標に到達しているかどう
の審査となる。
審査後、作品の修正点、作業スケジュールの見直しを個別、全
体に実施。
制作を続ける
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第13回

作品制作⑦および作品仕上げの準備
修正点を修正し、目標に向かって作品制作を行い、
最終プレゼンテーションに向けて完成させる。

第14回

最終プレゼンテーション
研究論文から、先行研究、研究制作作品のプレゼンテーショ
ンを実施。また、他者の作品について学生相互で意見を述べる機
会とする。
展覧会展示に向けた準備計画を行う。
最終の学修達成度の確認と面談等を行う。
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各表現方法、作品の形態に応じて必要なパネ
ルなどを仕上げる。プレゼン準備

2時間

展示に向けてのクレジットの提出準備

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

卒業研究・制作２【FA】 （火・金）
阿部緑・大手裕子（金）
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

阿部：染色作家として作品を制作、国内外で発表、染色技法、素材の研究を行う。(14回担当)
大手：染織作家として作品を制作、国内外で発表、染織技法、素材の研究を行う。(14回担当)

授業概要
４年間の研究や制作を通して修得した専門的な学び全ての集大成として、各自が制作・研究テーマを設定し、研究および作品制作を行う。これ
までの制作において考察し、各自が最も関心を持つテーマを選定し、現代における美術表現の一つとして、絵画・立体・染織各専門での作
品の在り方、メッセージ性、独自性について再確認した上で制作、研究につなげる。さらに、学修の締めくくりとして卒業制作ノートおよび卒
業制作展での作品展示発表を行う。作品展示計画・準備および搬入・展示、搬出に関しても主体的に取り組む。
また、中間、最終学修到達度の確認を行い、学修の習熟度をはかる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

修得した絵画や染織、立体など造形表
現に関する専門知識と技術を生かし、職業理
解に繋げる。

さまざまな展覧会や美術専門書の理
解を助け、また、自作の制作、研究について
より深く探求できる。また、関連する職業に
ついて理解し、進路を見極めることができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

さまざまな造形表現を用いた作品制作・研
究に対する能力

各自が多くの学びから得た造形表現に関す
る知識や技法を作品制作に生かすことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

卒業制作・研究について、自らのテーマや方
向性など課題を策定することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

各自の課題や作品制作の実現に向けて、ゴー
ルをしっかり見定め、確実な準備、計画、立
案ができる。

3 ．DP6.行動・実践

自らが立てた作品制作・研究計画に沿っ
て、その実現、完成に向けて積極的、自主
的に行動することができる

4 ．DP7.完遂

各自の作品制作・研究について最後まで努
力し、完成させることができる

5 ．DP10.忠恕の心

卒業制作展に関連する諸事に関して、コー
ス内で忠恕の心を持ち協力、連携し、各
自の役割を責任を持って果たすことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行います。文章での振り返りも行います。これに
よって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修成果ポートフォリオにまとめていきま
す。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
※研究ノート提出期限、作品１次審査、２次審査は期限を定め事前に明示する。
■成績評価の方法■：試験（作品提出・論文）確認をする期限を設け実施（提出）する。最終的には14回授業終了後（定期試験期間）に確
認・実施する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究ノートとの整合性

： 研究ノートと作品が適切に関連しているかを評価する。
10％
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課題設定・独自性

： 独自の観点・発想により有意義なテーマ設定はできているかを評価する。
10％

審査時発表

： 論理性、説得力、聴衆の理解と共感を視点に評価する。
20％

試験評価：卒業制作作品・展示方法
： 授業終了後、作品提出。新規性、独自性、表現力を視点に評価する。
50％
学修到達度評価

： 学修到達目標について5項目4段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の制作・研究内容に応じて、参考資料、文献、作品集などを配布、提示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は半期合計4単位の科目であるため、研究と制作の各パートを合わせて平均すると合計毎週4時間以上のの授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備をすること。
また、制作・研究課程において、コミュニケーションを重視し、コンセプトや方向性、技法、材料などの確認を行うとともに、すべてにおい
て自主的、積極的な姿勢を求める。さらに計画性を持った作品制作・研究となるように制作スケジュールの作成・提出を求める。
特に前期は就職活動、教育実習等のため時間が取られるので、確実に制作を進められるよう、しっかりと計画を立てること

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

美術研究室

備考・注意事項： 授業時間外の質問はオフィスアワーに限らず対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

課題Ⅱー①テーマ、コンセプト、制作計画の確認
前期卒業制作研究１より引き続き、卒業制作展に出品する意識
付けを行い、各自の作品（新作・連作）に関するテーマや方向
性、年間の制作計画を考える。研究倫理教育の再実施及び
学習到達目標について、この授業の学びと養われる力の説
明を行う。

第２回

課題Ⅱー②スケッチ、アイデアスケッチ、エスキース、資料収
集
各自の作品制作に関するテーマ、コンセプト、イメージや制
作を進める計画について、担当教員と個人面談を行い、確認をす
るとともに、不確定な部分や修正を必要とする部分について、再
考する機会とする。

第３回

課題Ⅱー③材料、素材、技法の検討（試作、実験など）と確定
作品のテーマやコンセプト、アイデアなどを具体化するため、各
自の表現に必要なスケッチやアイデアスケッチ、エスキース、作
品に必要な材料、素材、技法について、作品の具現化に適切なも
のを選定するため、多様な材料、素材の収集と試作や実
験を重ね、検討、確定する。

第４回

課題Ⅱー④制作の準備
各自の制作を始めるにあたり、必要な材料、道具、場所など
を整え、木枠やパネル、支持体などを準備する。

第５回

中間プロポーサル発表
作品制作において、その方向性、表現内容、方法を確認し、今
後の制作に対する指導、アドバイスを行い、軌道修正を行う。各
自、作品のコンセプトを再確認し、自作を客観視する機会を通し
て作品を見直す機会とする。
中間ルーブリックの実施、学生へフィードバック

作品のテーマ、コンセプト、表現方法、技
法を定め、必要な年間計画を策定する。

2時間

面談内容に応じて個々の作品について見
直し、必要に応じて再度構想を検討し、新た
な計画を立て直す。

2時間

材料の取集と試作、実験を継続し、デー
タを分析し、まとめる。

2時間

各自、作品に必要な材料などの準
備を行い、スムーズに制作に入れるよう準
備を行う。

2時間

合評内容を踏まえ、作品と向き合い、今
後の進め方を模索する。

2時間

第６回

課題Ⅱー⑥作品制作①（構想から制作へ）
各自の表現方法、制作計画に基づき、作品制作を進める。

制作の継続。

2時間

第７回

課題Ⅱー⑦作品制作② 、中間学修到達度の確認の実施
各表現方法に応じた工程をたどり、丁寧に制作を進める。
中間学修到達度の確認を行う。

制作の継続。

2時間

第８回

課題Ⅱー⑧作品制作③
制作に必要な実験、試作を並行して行い、表現をさらに深化させ
る。

制作を進め、中間合評に備える。

2時間

第９回

課題Ⅱー⑨中間合評（作品の検討、確認）

合評内容を踏まえ、作品と向き合い、今
後の進め方を模索する。

2時間

作品制作の途中経過において、その方向性、表現内容、方法を確
認し、今後の制作に対する指導、アドバイスを行い、軌道修
正を行う。各自、作品のコンセプトを再確認し、自作を客観視す
る機会を通して作品を見直す機会とする。
中間学修到達度の確認と面談等を実施する。
第10回

課題Ⅱー⑩作品制作④（作品の振り返りと確認）
中間合評の内容を作品制作に生かし、今後の制作の方向性を再確
認しつつ作品制作を進める。

制作の継続

2時間

第11回

課題Ⅱー⑪作品制作⑤（部分と全体の把握）
視野を広く持ち、部分と全体を把握しながら作品制作を進める

制作の継続

2時間
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第12回

課題Ⅱー⑫作品制作⑥（作品の充実）
作品制作を進め、より細部にわたり表現を進め、確実に作品をま
とめていく。

第13回

課題Ⅱー⑬作品制作⑦および作品仕上げの準備
作品制作を最終プレゼンテーションに向けて完成させる。

第14回

最終プレゼンテーション、最終学修到達度の確認の実施
研究ノートから、先行研究、研究制作作品のプレゼンテーショ
ンを実施。また、他者の作品について学生相互で意見を述べる機
会とする。また展覧会展示に向けた準備計画を行う。
最終学修到達度の確認と面談等を行い、学修成果の可視
化（ポートフォリオ）
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制作の継続および細部の仕上げと全体のバラ
ンスを確認する。

2時間

各表現方法、作品の形態に応じて必要なパネ
ルなどを仕上げる。プレゼン準備

2時間

展示に向けての計画、準備を進め、計画
書の作成、提出を行う。

2時間

