
必修・選択 担当教員 連絡先

学科 1 学年

1 時間 × 13 週 合計 13 時間 1 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 30 ％

課題 ・レポート 30 ％

出席数・授業態度 40 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 授業概要説明 1 来客応対　②

　・方向の示し方

マナーとは何か 　・廊下の案内

　・「マナー」「エチケット」、「礼儀」「作法」の違い 　・エレベーター、階段での案内

1 第一印象の重要性 1 来客応対　③

　・印象を形成する主な要素 　・応接室のマナー

　・服装や身だしなみ 　・席次

　・立ち居振る舞いの基本

1 あいさつの大切さ 1 来客応対　④

　・取り次ぎの要領

丁寧なお辞儀 　・面会を断る場合の対応

　・会釈

　・敬礼

　・最敬礼

　・返事

1 話の仕方、話の聞き方 1 前期まとめ、振り返り

　・効果的な話し方 　・基本動作がきちんとできているか（お辞儀、返事、姿勢等）

　・効果的な話の構成

　・前向きな会話

　・相手が話しやすくなる態度面の工夫

指示の受け方・報告の仕方

1 敬語の基本

　・敬語はなぜ必要か

　・敬語の役割

　・敬語の種類

1 尊敬語、謙譲語、丁寧語の使い方

1 間違えやすい敬語

　・尊敬語と謙譲語の混同

　・二重敬語

　・社内と社外の使い分け

1 婉曲表現（遠回しな表現）について

注意したい言葉癖

　・現代言葉

　・あいまい言葉

　・ぼかし言葉

　・～のほう　　　　　　等

1 来客応対 ①

　・接遇の意義と重要性

　・受付の要領

人を尊敬し、迷惑をかけない行動ができる。好感をもってもらえるよう、礼
儀正しい振る舞いができる。

【事前学習】社会に出て働くとき、身につけておきたい知識、技能、マ
ナーについて考える。

科目名 ビジネスマナー 真木 尚子　実務経験有

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 ビジネスマナーの意議を理解し、必要性に気づくための学習をする。
ロールプレイングなどをとおして、丁寧なお辞儀、敬語、立ち居振る舞い
を習得する。

【実務経験】ビジネス実務マナー検定、秘書検定の資格を活かし、インス
トラクター　20年。
社交上の心のありかた、常識的なルールについて指導する。

授業数

授業期間

授業形態

教科書・教材 社会でいきる　実践ビジネスマナー

評価基準 到達目標

授業内容 授業内容

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

9 18

6 15

7 16

8 17



必修・選択 担当教員 連絡先

学科 1 学年

1 時間 × 13 週 合計 13 時間 1 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 30 ％

課題 ・レポート 30 ％

出席数・授業態度 40 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 オリエンテーション 1 冠婚葬祭の知識とマナー

　・社会人としてのつきあい

学生と社会人の違い 　・慶事のマナー

　・弔辞のマナー

1 社会人としての心構え 1 祝儀、不祝儀袋

　・水引の結び方

社会人として求められる資質 　・表書きの書き方

職場の基本的なマナー

1 電話応対　① 1 食事のマナー

　・電話の特性

　・電話話法のポイント お茶の出し方、入れ方

1 電話応対　② 1 一年間のまとめ・振り返り

　・電話の受け方

　・電話応対基本用語

1 電話応対　③

　・伝言メモの作成

　・こんな電話の時、（苦情電話、道案内、間違い電話

　　　　　　　　　　　　　　資料送付電話依頼、病気欠勤　等）

1 電話応対　④

　・電話をかける前のチェックポイント

　・携帯電話のマナー

1 ＦＡＸ、Ｅメールのマナー

電話応対まとめ

1 訪問のマナー　

　・名刺交換

　・紹介のマナーとルール

1 贈答のマナー

　・季節の贈答

　・品物選びのポイント

　・贈答のタブー9 18

6 15

7 16

8 17

3 12

4 13

5 14

授業内容 授業内容

1 10

2 11

社会人としてふさわしい行動とはどのようなことか？考え、行動するこがで
きる。相手を敬い、思いやる気持ちをもつことができる。

【事前学習】よりよく働くためには何が必要か？働くとはどういうことか考え
る。

科目名 ビジネスマナー 真木 尚子　実務経験有

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 学生と社会人の違いをもとに、社会人になったとき、身につけておくべき常
識的なマナーについて学習する。

【実務経験】ビジネス実務マナー検定、秘書検定の資格を活かし、インスト
ラクター　20年。
社交上の心のありかた、常識的なルールについて指導する。

授業数

授業期間

授業形態

教科書・教材 社会でいきる　実践ビジネスマナー

評価基準 到達目標



作成者:寺本麻衣子
年度／時期

2019／通年

回数 必須・選択

50回 必須

回

1～
7

8～
10

11～
30

31～
50

評価率 その他
100.0%

研修旅行等　特別活動 自ら課題設定を行い、学習し、振り返って自分の創作に生
かすまでを体験的に学習する。

教科書・教材 評価基準
- 出席率 【事前学習】

各行事の前にしっ
かりと準備・下調
べを行うこと。

オリエンテーション 学校、学生生活、授業、スケジュール、学則等に関するレ
クチャー、学生生活の心得、その他準備等

３KAN教育について 学校の教育方針（３KAN教育）、学習の方法等に関するレク
チャー

デザインイベントBRUCKE デザインイベントで実施する（参加する）各種イベントの
企画、運営、支援等

授　業　の　概　要
学生と担当チューター間の情報共有、ガイダンスの実施など

授業終了時の到達目標
・ノートを利用し一週間を振り返ることで、より学校生活を意義のあるものにする
・2年生の就職活動に向け、意識を高める

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分 5単位（50時間） 田中/入來院/年盛/寺本

科　目　名 学科／学年 授業形態

社会研究1
グラフィックデザイン学科

／1年
講義



年度／期

2019年度/後期

総回数 必須・選択

39回 必須

回/週

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

評価率（％） その他
30
70

教科書・教材 評価基準
授業で随時伝達します。 授業態度 【準備学習】

身の回りにある広告・宣伝を
分析的に見つめ、考えること
を絶えず行う。考えたことを
人に伝え、意見を聞くこと
で、制作に活かせる引き出し
を日々増やす。

課題・レポート

問題解決・目的達成のためのデザイン　3-4
ポートフォリオを制作する

問題解決・目的達成のためのデザイン　3-1
ポートフォリオを制作する

問題解決・目的達成のためのデザイン　3-2
ポートフォリオを制作する

問題解決・目的達成のためのデザイン　3-3
ポートフォリオを制作する

問題解決・目的達成のためのデザイン　2-3
ソーシャルデザインを実践する

問題解決・目的達成のためのデザイン　2-4
ソーシャルデザインを実践する

問題解決・目的達成のためのデザイン　2-5
ソーシャルデザインを実践する

問題解決・目的達成のためのデザイン　1-3
ソーシャルデザインについて知識を共有する

問題解決・目的達成のためのデザイン　2-1
ソーシャルデザインを実践する

問題解決・目的達成のためのデザイン　2-2
ソーシャルデザインを実践する

イントロダクション

問題解決・目的達成のためのデザイン　1-1
ソーシャルデザインについて知る

問題解決・目的達成のためのデザイン　1-2
ソーシャルデザインについて知る

授　業　の　概　要
・技術や知識を応用し、問題解決・目的達成のためのグラフィックデザインを研究・実践する。

【実務経験】印刷会社などでの勤務経験を活かし，データ制作やレイアウト、印刷関連の授業を行い、デザインとデザインを取り巻く様々な
ジャンルの情報を共有する。

授業終了時の到達目標
・問題解決・目的達成のためのデザインについて、その手法をできるだけ多く知る。自分の中の引き出しを増やす。
・問題解決・目的達成のためのデザインについて、自分なりに考え実践する。経験を得る。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員　

50分 3単位（39回） 寺本麻衣子（実務経験有）

科　目　名 学科／学年 授業形態

デザイン研究１ グラフィックデザイン学科 講義



必修・選択 担当教員

学科 2 学年

6時間×21日　＋5時間×4日 合計 146 時間 15 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ 6コマ）

定期試験・臨時試験等 ％

課題 ・レポート 50 ％

出席数・授業態度 50 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

修了制作

１２月までに作った企画書をもとに、実制作にはいる。

プレゼンテーション

作品が完成したら、公開の場でプレゼンテーションを行う。

プレゼン資料の作成が必要。

修了・卒業制作コンテスト

１・２年生全員の作品を一堂にあつめ、外部審査員による

コンテストを行う。

ポートフォリオの作成

就職活動用のポートフォリオの作成

7 16

8 17

9 18

4 13

5 14

6 15

1 10

2 11

3 12

教科書・教材

評価基準 到達目標 制作をとおして、指導教官とのやりとり等の中から、報告・連絡・相談
することを身に着ける。自分の制作を、第３者（クライアント）にわかり
やすく説明することができるようになる。【事前学習】企画書を１２月中
にしっかりしあげること。

授業内容 授業内容

科目名 修了制作 田中直美（実務経験有）・入來院大樹寺本麻衣子・年盛覚

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 身の回りにある問題を、デザインで解決することを目的に、制作を行
う。担当する指導教官のアドバイスをもとに、ラフ、カンプの段階を経
て、各段階で合格をもらうこと。作品が完成したら、公開の場でプレゼ
ンテーションを行うこと。１年生・２年生合同のコンテストも実施される。
【実務経験】（田中）愛媛CATVにて９年間番組制作に従事。

授業数

授業期間

授業形態



作成者:年盛　覚
年度／時期

2019/後

回数 必須・選択

39回 必須

回

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

34～36

37～39

評価率 その他

40.0%

60.0%

まとめ 各自作業

教科書・教材 評価基準

過去のコンセプトシート、企画書 課題 ・レポート 【事前学習】身の回りのも
の、ことに対して問題を発
見し、解決の糸口をしめ
すことを心がけよう。

出席数・授業態度

カンプ作成① 各自作業

カンプ作成② 各自作業

カンプ作成③ 各自作業

制作内容について、資料集め② 各自作業

制作内容について、資料集め③ 各自作業

制作内容について、資料集め④ 各自作業

ラフの描き方4 カワニシ先生による特別講義

担当教員の決定・著作権等の確認 各自作業

制作内容について、資料集め① 各自作業

修了制作について　コンセプトシートの説明
ラフの描き方1

カワニシ先生による特別講義

ラフの描き方2 カワニシ先生による特別講義

ラフの描き方3 カワニシ先生による特別講義

授　業　の　概　要
修了制作の進捗確認・制作
1月から始まる修了制作の制作期間に向けて、準備・制作を行う。

授業終了時の到達目標
修了制作とは、ユーザー（クライアント）の本質的なニーズを見つけ出し、デザインの力で問題を解決するということ。
それを理解し、コンセプトシート、企画書を作成し、期限内にカンプを完成させる。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分 3単位（3時間） 年盛　覚

科　目　名 学科／学年 授業形態

修了制作企画 グラフィックデザイン学科/1年 演習



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

3 時間 × 13 週 合計 39 時間 3 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

パス選手権課題 30 ％

確認テスト４回 40 ％

出席数・授業態度 30 ％

その他 (                                                   ) ％

回 回

4/１６ AdobeCCってなんだ？Illustratorをたちあげてみよう！ 6/２５  Illustrator実践的な使い方演習

Illustratorってなんだ!? 確認テスト①

Illustratorでできること

Illustratorデータづくりのいろは

第１部CHAPTER１

4/２３ Illustrator基本操作～その１～ ７/2  Illustrator実践的な使い方演習

第１部CHAPTER２・３・４ 確認テスト②

基本操作を覚えましょう！（図形マスター篇）

５/７ Illustrator基本操作～その２～ 7/９  Illustrator実践的な使い方演習

第１部CHAPTER６ 確認テスト③

基本操作を覚えましょう！（線マスター篇1）

5/１４ Illustrator「パス」選手権大会 課題発表！ ７/１６  Illustrator実践的な使い方演習

確認テスト④

5/２１ Illustrator「パス」選手権大会 課題提出！

※課題提出

5/２８ Illustrator応用操作～その１～

第２部CHAPTER１

６/４ Illustrator応用操作～その２～

第２部CHAPTER２・３

6/１１ Illustrator応用操作～その３～

第１部CHAPTER５

第２部CHAPTER４

6/１８ Illustrator応用操作～その４～

第２部CHAPTER５・６9

6

7

8

3 12

4 13

5

授業内容 授業内容

1 10

2 11

授業形態

教科書・教材 Illustratorクイックマスター

評価基準 到達目標 ・イメージしたデザインの制作のために必要なツール等を
　正しく選択し、使用できるようになる【事前学習】この教科は、教
科書にそってすすめてゆきます。教科書を参考に、家庭でも予習
復習の時間をつくって、できるだけソフトに慣れ親しんでください。

科目名 Illustrator 田中直美(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 Adobe Illustrator CS（２０１７）の基礎的な操作技術を身に付ける。
【実務経験】愛媛CATVにて９年間番組制作に従事。授業数

授業期間



作成者:年盛　覚
年度／時期

2019/前期

回数 必須・選択

39回 必須

回

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

34～36

37～39

評価率 その他

30.0%

70.0%

Photoshop応用編
場面に応じた補正とアクションについて

教科書・教材 評価基準

PhotoshopクイックマスターCC
Photoshopクリエイター能力認定試験問題集

課題 ・レポート 【準備学習】
7月or12月に行われる
Photoshopｸﾘｴｲﾀｰ能力
認定試験スタンダード級
の合格（受験は任意）を
目指し、試験対策を各自
行う。

出席数・授業態度

Photoshop基本操作 ～その7～
パスとシェイプ・文字

●レイヤーの続き
●パスと選択範囲
●シェイプ
●文字ツールPhotoshop基本操作 ～その8～

テキスト、フィルタ
●文字の加工
●フィルター
画像の入出力

Photoshop基本操作 ～その9～
フィルタの残りと保存の仕方(RGB→CMYK)

●フィルター
画像の入出力

Photoshop基本操作 ～その4～
画像に線を書いたり、塗りつぶしたりするための
ペイントツールを知ろう

ペイント系、レタッチ系を理解する！

Photoshop基本操作 ～その5～
レイヤー操作1

レイヤーの操作を覚えよう

Photoshop基本操作 ～その6～
レイヤー操作2

レイヤーの操作を覚えよう

Photoshop基本操作 ～その2～
画像のコピー＆ペースト
画像解像度の変更

●選択範囲の復習＆応用

Photoshop基本操作 ～その3～
カラーモード
色調補正

画像の角度調整ができるようになる！
色調補正のいろいろ

Photoshop基本操作 ～その3～（続き）
色調補正

画像の角度調整ができるようになる！
色調補正のいろいろ

IllustratorとPhotoshopの違い
Photoshopの基礎知識

●Photoshopの基礎的な操作法を知る
●なぜフォトショップをマスターしなくてはいけないか、便利さと必要性を知る

Photoshop基本操作 ～その1～
選択範囲の作成 1

●Photoshopの基礎的な操作法を知るル
●選択範囲を作成できるようになる

Photoshop基本操作 ～その1～(続き）
選択範囲の作成 1

●Photoshopの基礎的な操作法を知るル
●選択範囲を作成できるようになる

授　業　の　概　要
Adobe Photoshop CC2017の基礎的な操作技術を身に付ける。

授業終了時の到達目標
・イメージしたデザインの制作のために必要なツール等を正しく選択できる

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分 3単位（39時間） 年盛　覚

科　目　名 学科／学年 授業形態

Photoshop グラフィックデザイン学科/1年 演習



年度／期

2019年,通年

回数 必須・選択

78回 必須

回/週

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

評価率（％） その他
40
60

教科書・教材 評価基準
『レイアウト基本の「き」』　佐藤直樹　グラフィック社

その他、都度紹介します。
教務室の書籍・雑誌も大いに利用してください。

授業態度 【準備学習】
各課題の説明に基づき、授
業外でもアイデアを探し、作
業を進め試行錯誤することを
心がける（そうすることで、締
切を厳守した上で、現状で
可能な最良の制作を行う）。

課題・レポート

レイアウトはやっぱり闘いだ！飲食店の記事をつくろう
3

●制作　※初校提出

レイアウトはやっぱり闘いだ！飲食店の記事をつくろう
4

●制作　※最終提出

届け、この思い！　DMをつくろう 4 ●制作　※最終提出

レイアウトはやっぱり闘いだ！飲食店の記事をつくろう
１

●課題説明　●サムネイル、スケッチ

レイアウトはやっぱり闘いだ！飲食店の記事をつくろう
2

●制作

届け、この思い！　DMをつくろう 1 ●課題説明　●サムネイル、スケッチ

届け、この思い！　DMをつくろう 2 ●制作

届け、この思い！　DMをつくろう 3 ●制作　※初校提出

つくってもらう、つくらせてもらう 2 ●打ち合わせ②　●制作

つくってもらう、つくらせてもらう 3 ●制作

つくってもらう、つくらせてもらう 4 ●打ち合わせ③　●制作　●完成、納品

前期のまとめ＆夏休み課題について

夏休み課題の仕上げと提出

つくってもらう、つくらせてもらう 1 ●課題説明　●打ち合わせ①　●アイデア出し、サムネイル、スケッチ

レイアウトは闘いだ！　文字だけの記事をつくろう  1 ●課題説明　●サムネイル、スケッチ

レイアウトは闘いだ！　文字だけの記事をつくろう  2 ●制作

レイアウトは闘いだ！　文字だけの記事をつくろう  3 ●制作→プリント

オリジナルノートカバーをつくろう　3 ●プリント！

募集チラシをつくろう　1 ●復習　●課題説明　●サムネイル、スケッチ

募集チラシをつくろう　2 ●制作→プリント

一緒につくろう、CDジャケット　2 ●CDジャケットをMacでつくってみよう　●前期最終課題の予告

オリジナルノートカバーをつくろう　1 ●復習　●課題説明　●サムネイル、スケッチ

オリジナルノートカバーをつくろう　2 ●復習　●制作

授業とみなさんの、イントロダクション1 ●DTPでできること　●自分が好きなもの紹介大会

授業とみなさんの、イントロダクション2 ●この授業での約束　●デザインデータの基礎知識

一緒につくろう、CDジャケット　１ ●CDジャケットをMacでつくってみよう

授　業　の　概　要
グラフィックソフト(Adobe Illustrator CC、Adobe  Photoshop CC)を使用して、印刷物を制作する技術を学ぶ。

【実務経験】印刷会社などでの勤務経験を活かし，データ制作やレイアウト、印刷関連の授業を行い、デザインとデザインを取り巻く様々な
ジャンルの情報を共有する。

授業終了時の到達目標
・問題なく印刷できるデータ制作の方法を身に付ける。
・基本的なレイアウトの知識を身に付ける。
・就職活動を視野に入れ、作品点数を増やす。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間/週 単位数または総時間数 担当教員

50分 6単位（78時間） 寺本麻衣子（実務経験有）

科　目　名 学科／学年 授業形態

DTP1 グラフィックデザイン学科　1年 演習



作成者:入來院　大樹
年度／時期

2019／通年

回数 必須・選択

104回 必須

回

1～
2

3～
6

7～
8

9～
10

11～
12

13～
14

15～
16

17～
18

19～
20

21～
22

23～
24

25～
26

27～
28

29～
30

31～
32

オリエンテーション コンピュータについての基礎知識、Webデザイン1で学ぶこ
と。

デザインの今 時代背景と変化、多様化する表現手段

アプリケーション演習【Keynote】 プレゼンテーションアプリケーションKeynoteの使い方

擬似サイトの構築４ 本文のレイアウトとタイポグラフィテクニック

擬似サイトの構築５ サイトの最終調整

まとめ 前期のまとめと夏休みの宿題

擬似サイトの構築２ ＣＳＳレイアウト（サイト構築）、ブロックレベルとイン
ラインレベル

擬似サイトの構築３ カラムレイアウトテクニック、

擬似サイトの構築３ ナビゲーションのレイアウトテクニック

Dreamweaver演習２ ファイルの関連(フォルダの役割とディレクトリ)、外部リ
ンクと内部リンク、サイトの管理

Dreamweaver演習３ スタイルシートの理解(セレクタ、プロパティ、値)

擬似サイトの構築１ サイト構成の設計、ワイヤーフレーム

オリエンテーション パソコンの初期設定、Googleアカウントの解説

HTML演習 基本的なHTMLタグの理解、文意に合わせたマークアップを
理解します。馴染みのない言葉がたくさん出てくるので
ノートの用意を。

Dreamweaver演習１ インターフェイス・機能解説、コーディングアシストを使
う

授　業　の　概　要
コーディング：Webデザインの基礎「HTMLタグ」と「スタイルシート」の理解を中心に「Adobe
Dreamweaver」でのサイト構築の技術を身につけます。
デザインカンプ：サイトデザインの考え方や、オーソドックスなデザイン方法を学びながら「Adobe
XD」でサイト素材を制作する基礎を学びます。

授業終了時の到達目標
Webサイトの概念を身につけ、サイト制作の基礎を理解しましょう。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分 8単位（104時間） 入來院　大樹

科　目　名 学科／学年 授業形態

Webデザイン1
グラフィックデザイン学科

／1年
演習



回 テ　ー　マ 内　　　　容

33～
34

35～
36

37～
38

39～
40

41～
42

43～
44

45～
46

47～
48

49～
50

51～
52

53～
54

55～
58

59～
60

61～
62

63～
64

65～
66

67～
72

73～
74

75～
76

77～
78

完成データに追加できる機能にトラ
イ

各自のデザインに対して後から追加可能な機能を伝えるの
で導入に挑戦してみましょう。

まとめ 後期のまとめ

ワイヤーフレームに沿ってＨＴＭＬ
コーディング

ワイヤーフレームの構成に沿ってマークアップを入れてい
きます。

カンプに沿ってＣＳＳでレイアウト カンプ完成画像の書き出しが完了した人から、レイアウト
を組んでいきます。基礎とテクニックをしっかり復習しま
しょう。

完成 翌日データ提出です。細部まで確認して提出に備えましょ
う。

ＨＴＭＬマスター作成 新規サイトを構築する際に、最低限必要なマークアップと
リンクを完了させた「マスターデータ」を作って保管して
おきましょう。

ワイヤーフレーム設計 サイトのワイヤーフレームを描いていきます。情報の掲載
順、必要な素材の把握が出来るように丁寧に描きましょ
う。

ワイヤーフレーム設計（続き） ワイヤーフレームを完成させます。完了した人はgoogleド
キュメントに必要なテキストを洗い出し、作文しておきま
す。

まとめ 前期のまとめと夏休みの宿題

後期オリエンテーション
前期振り返りテスト

後期の学習内容について
前期範囲を振り返るためのテスト

レイアウトテクニッククイズ クイズ形式でＣＳＳレイアウトのポイントをおさらいして
いきましょう。

Adobe XD演習(UIキット) UIキットを使って、効率の良い組み方を学びます。

Adobe XD演習(画像書き出し) 画像の書き出しについて学びます。

Adobe XD演習（プロトタイプの公
開）

インターネットを介して、プロトタイプを見せる方法を学
びます。

アプリケーション演習【Adobe
Animate】

アニメーション制作アプリケーションAnimateの使い方

Adobe XD演習(スターターキット) XDの基本的な使い方を学びます。

Adobe XD演習(実用的な使い方) サイズやレイアウトグリッド、便利なリピートグリッドに
ついて理解を深めます。

アプリケーション演習
【Garageband】

楽曲編集アプリケーションGaragebandの使い方

アプリケーション演習【Adobe
InDesign】

冊子編集アプリケーションInDesignの使い方

アプリケーション演習【Adobe
Dimension】

CG合成アプリケーションDimensionの使い方



回 テ　ー　マ 内　　　　容

79～
80

81～
82

83～
88

89～
90

91～
94

95～
100
101
～
102
103
～
104

評価率 その他

70.0%
30.0%

まとめ 後期授業のまとめです。

教科書・教材 評価基準

専用のノートを用意
教務室Web書籍棚
各種紹介サイト

課題・レポート 【事前学習】授業
内で分からないと
ころが質問できる
ように、分かる部
分は授業外で進め
ましょう。

授業態度

カンプから画像を書き出し、スタイ
ル情報をまとめる

カンプから画像を切り出す。
各要素のスタイルに必要な情報を把握する

商用サイトコーディング こちらでもコーディングを進めます。

予備日 途中で予期しないトラブルがあった場合の予備日です。

商用サイトデザイン（ワイヤーフ
レーム）

手描きでワイヤーフレームを描く

商用サイトデザイン(カンプ) XDで商用サイトのカンプを作る

デザインチェック デザインの微調整などを行います。

後期オリエンテーション XDとカンプについて



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

1 時間 × 13 週 合計 13 時間 1 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 0 ％

課題 ・レポート 80 ％

出席数・授業態度 20 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

ことばの発想力を鍛えよう！ ことばの発想力を鍛えよう！
～広告の中でのコピーの役割　その1～ ～広告コピーを創る～

1 コピーってなに？チームワークについて 1 実践編：共通テーマでコピーを書いてみよう③
（クリエイティブコンテストの応募コピー）

ことばの発想力を鍛えよう！ ことばの発想力を鍛えよう！
～広告の中でのコピーの役割　その2～ ～広告コピーを創る～

1 各媒体ごとのコピーとは？ 1 実践編：自分の思うテーマでコピーを書いてみよう④
（応募コピーのビジュアルを考える）

ことばの発想力を鍛えよう！ ことばの発想力を鍛えよう！
～広告の中でのコピーの役割　その3～ ～広告コピーを創る～

1 　自分が気になる広告や商品を探してみよう 1 実践編：自分の思うテーマでコピーを書いてみよう⑤
　 （応募コピーにビジュアルを付ける）

ことばの発想力を鍛えよう！ ことばの発想力を鍛えよう！
～いろいろな角度からモノを見る　その1～ 〜広告コピーを創る

1 人（自分）の見方を考えよう 1 （クリエイティブコンテストの応募を完成させる）
・夏休みレポートの課題

ことばの発想力を鍛えよう！
～いろいろな角度からモノを見る　その2～

1 モノの見方を変えてみよう

ことばの発想力を鍛えよう！
～いろいろな角度からモノを考える その1～

1 なんかいいよね、をなぜいいのかへ

ことばの発想力を鍛えよう！
～いろいろな角度からモノを考える その2～

1 関係性（つながり）を見てみよう
コンセプトの発見！（何を伝えるか）

ことばの発想力を鍛えよう！
～広告コピーを創る～

1 　実践編：共通テーマでコピーを書いてみよう①
（クリエイティブコンテストの応募コピー）

ことばの発想力を鍛えよう！
～広告コピーを創る～

1 　実践編：共通テーマでコピーを書いてみよう②9

6

7

8

3 12

4 13

5

授業内容 授業内容

1 10

2 11

授業形態

教科書・教材 コピー年鑑
教務室の参考図書や手持ちの資料からその都度ピックアッ
プ評価基準 到達目標 発想力を鍛える中で「どう表現するか」の前に、「何を伝えるか」へ

意識が変わる。コピーワークは大変だけどおもしろい！と思え、そ
れが仕事への興味につながる。
【事前学習】日常的に広告を見る習慣をつけ、気づきのメモを取
る。

科目名 コピー論 松上みち(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 広告におけるコピーの役割や、基本的な知識を学習する。
【実務経験】デザイン事務所及び35年に渡るフリーのコピーライ
ターとしての経験を活かし、コピー的なモノの見方、考え方、発想
する力を指導する。

授業数

授業期間



（クリエイティブコンテストの応募コピー）
9



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

1 時間 × 13 週 合計 13 時間 1 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 0 ％

課題 ・レポート 80 ％

出席数・授業態度 20 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

コピーを考える力を養おう！ クライアントをもっとよく知ろう！
ものの見方と考え方の最終 コピーワークにチャレンジ・TVCMを作る

1 ・ラジオCMを制作しよう① 1

・夏休みレポートの提出

コピーを考える力を養おう！ クライアントをもっとよく知ろう！
・ラジオCMを制作しよう② コピーワークにチャレンジ・TVCMを作る

1 1

コピーを考える力を養おう！ プレゼンテーションをしよう！
・ラジオCMを制作しよう③ TVCM、ラジオCMの発表

1 1

　

コピーを考える力を養おう！ 前期・後期のコピー論のまとめ
・ラジオCMを制作しよう④

1 ・メディアアートの授業でラジオコメントを編集（〜4週） 1

クライアントをもっとよく知ろう！
コピーワークにチャレンジ・WAHのコンペに挑戦

1

クライアントをもっとよく知ろう！
コピーワークにチャレンジ・WAHのコンペに挑戦

1

クライアントをもっとよく知ろう！
コピーワークにチャレンジ・WAHのコンペに挑戦

1

クライアントをもっとよく知ろう！
コピーワークにチャレンジ・WAHのコンペに挑戦

1

クライアントをもっとよく知ろう！
コピーワークにチャレンジ・TVCMを作る

19

6

7

8

3 12

4 13

5

授業内容 授業内容

1 10

2 11

授業形態

教科書・教材 コピー年鑑
教務室の参考図書や手持ちの資料からその都度ピックアッ
プ評価基準 到達目標 実践的なコピーワークを繰り返し行いながら、前期に引き続き、

「何を伝えるか」を深めていく。【事前学習】日常的に広告を見る
習慣をつけ、気づきのメモを取る。

科目名 コピー論 松上みち(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 クライアントについて調べる力を養う。その上でテレビ・CMなどさ
まざまなコピーにチャレンジしていく。また自分の書いたコピーを
「世間に出し評価を受ける」意味でWAHなどに積極的に挑戦す
る。
【実務経験】デザイン事務所及び35年に渡るフリーのコピーライ
ターとしての経験を活かし、コピー的なモノの見方、考え方、発想
する力を指導する。

授業数

授業期間



9



作成者:年盛覚
年度／時期

2019/通年（前期）

回数 必須・選択

39回 必須

回

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

34～36

37～39

評価率 その他

70.0%

30.0%

まとめ 全体講評、個々の後期への課題確認
作品返却（保管方法の確認）

教科書・教材 評価基準

鉛筆、練り消しゴム、クロッキー帳 課題 ・レポート 【準備学習】
身の回りにある立体物を
鉛筆で描いてみよう。白
い紙の上に置いて、光源
を一つにすると影などが
わかりやすいです。まず
は見たまま、手を動かし
てみよう。

出席数・授業態度

課題⑤ワインボトル ・円柱と円錐の組み合わせ
・透過表現

課題⑤ワインボトル（続き） ・円柱と円錐の組み合わせ
・透過表現

課題⑤ワインボトル（続き） ・円柱と円錐の組み合わせ
・透過表現

課題③石膏立方体と円柱（続き） ・パースの基本
・遠近表現
・同心円のパース
・曲面の表現課題④石膏球体 ・曲面の表現
・反射光の表現
・球の影の描き方

課題④石膏球体（続き） ・曲面の表現
・反射光の表現
・球の影の描き方

課題②コンクリートブロック ・パースの基本
・コントラスト

課題②コンクリートブロック（続き） ・パースの基本
・コントラスト

課題③石膏立方体と円柱 ・パースの基本
・遠近表現
・同心円のパース
・曲面の表現

オリエンテーション ・デッサン力とはどういった能力なのか？
・鉛筆の削り方

演習/ストロークの練習 ・イーゼルの立て方
・鉛筆の持ち方
・シェーディングとハッチングの違い

課題①石膏立方体 ・パースの基本
・長さの計り方
・影の意識

授　業　の　概　要
主に毎週デッサンを描き続ける授業です。
描くべきモチーフの特徴を捉え、リアリティとは何から発生するのかを
考えて描いていきましょう。１枚目より２枚目、２枚目より３枚目と
身についたことをしっかりと振り返ることが重要です。

授業終了時の到達目標
①適度な手の扱いが身につく。（線のスピード感や筆圧など）
②パースなどの物理法則を見つけることが出来るようになる。
③コントラスト差や余白バランスを自然と取れるようになる。
④長時間描き続ける集中力を身につける。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分分 3単位（39時） 年盛　覚

科　目　名 学科／学年 授業形態

ドローイング グラフィックデザイン学科/1年 演習



作成者:年盛覚
年度／時期

2019/通年（後期）

回数 必須・選択

39回 必須

回

40～42

43～45

46～48

49～51

52～54

55～57

58～60

61～63

64～66

67～69

70～72

73～75

76～78

評価率 その他

70.0%

30.0%

まとめ 全体講評、個々の後期への課題確認
作品返却（保管方法の確認）

教科書・教材 評価基準

鉛筆、練り消しゴム、クロッキー帳 課題 ・レポート 【準備学習】
身の回りにある立体物を
鉛筆で描いてみよう。白
い紙の上に置いて、光源
を一つにすると影などが
わかりやすいです。まず
は見たまま、手を動かし
てみよう。

出席数・授業態度

課題⑦各々の課題に合わせたモチーフ選択（続
き）

・パースが苦手→石膏立方体×５
・色が薄い→コンクリートブロック＋コーラ瓶×２
・特に苦手はない→印字された段ボール＋チェックの布＋鉄パイプ＋テニス
ボール,軟球+ホース課題⑦各々の課題に合わせたモチーフ選択（続

き）
・パースが苦手→石膏立方体×５
・色が薄い→コンクリートブロック＋コーラ瓶×２
・特に苦手はない→印字された段ボール＋チェックの布＋鉄パイプ＋テニス
ボール,軟球+ホース課題⑦各々の課題に合わせたモチーフ選択（続

き）
・パースが苦手→石膏立方体×５
・色が薄い→コンクリートブロック＋コーラ瓶×２
・特に苦手はない→印字された段ボール＋チェックの布＋鉄パイプ＋テニス
ボール,軟球+ホース

課題⑦コンクリートブロック、ボーダーの布（続き） ・質感の描き分け
・空間の表現

課題⑦コンクリートブロック、ボーダーの布（続き） ・質感の描き分け
・空間の表現

課題⑦各々の課題に合わせたモチーフ選択 ・パースが苦手→石膏立方体×５
・色が薄い→コンクリートブロック＋コーラ瓶×２
・特に苦手はない→印字された段ボール＋チェックの布＋鉄パイプ＋テニス
ボール,軟球+ホース

課題⑥コンクリートブロック、ワインボトル×２、テ
ニスボール×1、軟球×1（続き）

・球の表現
・遠近の表現
・構図の吟味

課題⑥コンクリートブロック、ワインボトル×２、テ
ニスボール×1、軟球×1（続き）

・球の表現
・遠近の表現
・構図の吟味

課題⑦コンクリートブロック、ボーダーの布 ・質感の描き分け
・空間の表現

復習/石膏立方体×2 ・パースの確認
・コントラストの確認
・構図感覚の確認

復習/石膏立方体×2（続き） ・パースの確認
・コントラストの確認
・構図感覚の確認

課題⑥コンクリートブロック、ワインボトル×２、テ
ニスボール×1、軟球×1

・球の表現
・遠近の表現
・構図の吟味

授　業　の　概　要
主に毎週デッサンを描き続ける授業です。
描くべきモチーフの特徴を捉え、リアリティとは何から発生するのかを
考えて描いていきましょう。１枚目より２枚目、２枚目より３枚目と
身についたことをしっかりと振り返ることが重要です。

授業終了時の到達目標
①適度な手の扱いが身につく。（線のスピード感や筆圧など）
②パースなどの物理法則を見つけることが出来るようになる。
③コントラスト差や余白バランスを自然と取れるようになる。
④長時間描き続ける集中力を身につける。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

50分 3単位（39時） 年盛　覚

科　目　名 学科／学年 授業形態

ドローイング グラフィックデザイン学科/1年 演習



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

3 時間 × 13 週 合計 39 時間 3 単位

前期 ・ 後期 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％

課題 ・レポート 80 ％

出席数・授業態度 20 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 1 商品撮影の応用・２　「本番」
2 「ペットボトルを撮る」
3 ＊商品としての撮影・・・ライティングの実際

2 スタジオ 自己紹介写真 ＊作品としての撮影・・・独自の視点（見かたと技法）

3 4×5ホルダーに印画紙をつめる。＊印画紙　人数×2枚 ☆二カ所に設置

＊課題：かたちとたとえ

1 1 商品撮影の応用・３
2 2 「ペットボトルを撮る」
3 ＊商品としての撮影・・・ライティングの実際

＊シノゴカメラ　1台　三脚　1本　露出計　 ＊作品としての撮影・・・独自の視点（見かたと技法）

☆データを書き取る ☆二カ所に設置

3 レタッチ

1 1 商品撮影の応用・４
2 暗室実習：現像と反転　A4に貼って提出 「ペットボトルを撮る」
3 かたちとたとえ　デジタルデータの提出 講評会

１班／シノゴカメラ・操作とカロタイプ／暗室実習＜反転＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 写真集を作る
2班／かたちとたとえのセレクト 3 写真集の紹介

＊班分けして進めて行きます。 構想

1 キヤノン特別講習の復習 1 まとめと講評会
2 「！」「？」を３枚ずつ 2 写真集を作る

＊印刷用（自分で保管用）と提出用（72dpi,長辺1920pix） 3 テーマを決める　デモを撮ってくる

3 発表会 夏休みの課題・・・写真集の作品を２００カットは撮る事

「かたちとたとえ」「！」「？」発表会　 花火夜景の撮り方

デジタル一眼レフの使い方・１
1 ＜講義＞段階撮影　被写界深度　動体撮影
2 ＜撮影実習＞段階撮影　被写界深度　動体撮影
3 ☆段階撮影　普通の色・明るい色・暗い色

☆被写界深度　ボケ味とシャープ

☆動体撮影　ブレと一瞬　視覚の外側　＊三脚

＊RAWデータで撮る

1 デジタル一眼レフの使い方・２
＜撮影実習＞段階撮影　被写界深度　動体撮影

2 フォトショップの使い方 高田トシアキ（高田敏明）
3 データ整理

☆RAW現像 九州産業大学芸術学部写真学科卒業
☆レベル調整 有限会社エディション 代表取締役
☆印刷用（自分で保管用）と提出用（72dpi,長辺1920pix） 日本広告写真家協会　賛助会員

1 デジタル一眼レフの使い方・３ 日本プリンターズ協会　会員
＜講評会＞段階撮影　被写界深度　動体撮影 フォトマスター検定EX（エキスパート）

editionphoto@ybb.ne.jp
2 商品撮影の基礎：ライティング・１ http://www.edition-photo.com/
3 平面（新聞紙）と立体（野球ボール） facebook:高田トシアキ

☆二カ所に設置

1 商品撮影の基礎：ライティング・２
2 平面（新聞紙）と立体（野球ボール）

3 ☆二カ所に設置

1 商品撮影の応用・１
2 「ペットボトルを撮る」
3 ＊商品としての撮影・・・ライティングの実際

＊作品としての撮影・・・独自の視点（見かたと技法）

絵コンテを書く
練習

7 16

8 17

9 18

4 13

5 14

6 15

2

シノゴカメラ・操作とカロタイプ／撮影実習

11

シノゴカメラ・操作とカロタイプの方法と撮影

3

＜講義＞

12

授業内容 授業内容

1

授業の進行・＜講義＞写真史・カメラについて

10

場所の紹介

カメラの有無

授業形態

教科書・教材 関連資料の配布

評価基準 到達目標 写真が出来るプロセスの理解、機材の理解。撮影の準備からレ
タッチ、プリントまでができる。効果的な構図・画面の整理ができ
る。
【事前学習】課題にあったプリント配布・個人で使用できるカメラ・
写真展の紹介

科目名 フォトベーシック 高田敏明(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 機材・スタジオの使い方、撮影基礎、撮影実習、フォトレタッチ、焼
き付け、現像の実習を通してグラフィックデザイナー及びフォトグ
ラファーの基礎に必要な写真の知識と技術的を学ぶ
【実務経験】エディション写真事務所の撮影業務、協会・メーカー
との教育コンテンツを元に上記概要を指導する。

授業数

授業期間



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

3 時間 × 13 週 合計 39 時間 3 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％

課題 ・レポート 80 ％

出席数・授業態度 20 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 1 人物撮影「架空のアーティスト」を撮る・３
2 2 本番撮影

3 タイトルを作る 3 レタッチ

レタッチ A4スーパーファインプリントアウト

花のキモチの予告

1 1 人物撮影「架空のアーティスト」を撮る・４
2 講評会

3 シマウマのソフトに配置 2 花のキモチ・１
＊ホルダーに入れてドライブに提出 3 撮影

チェック後、発注

1 1 花のキモチ・２
2 撮影

2 撮影地の決定 3 データ提出

3 地図を書き出す

1 1

2

3 2

3

＊写真集の提出

セレクト

レタッチ 高田トシアキ（高田敏明）
修正・配置

スーパーファイン紙A3に印刷 九州産業大学芸術学部写真学科卒業
有限会社エディション 代表取締役
日本広告写真家協会　賛助会員

1 日本プリンターズ協会　会員
２年生の作品展で講評会 フォトマスター検定EX（エキスパート）

2 写真地図＜ランドマークとランドスケープ＞ ・4 editionphoto@ybb.ne.jp
3 レタッチ http://www.edition-photo.com/

修正・配置 facebook:高田トシアキ
スーパーファイン紙A3に印刷

1 写真地図＜ランドマークとランドスケープ＞ ・5
講評会

2 人物撮影「架空のアーティスト」を撮る・１
3 スタジオ撮影

ライティングの基本

絵コンテ

1 人物撮影「架空のアーティスト」を撮る・２
2 絵コンテ

3 練習撮影

1 人物撮影「架空のアーティスト」を撮る・２
2 本番撮影

3 レタッチ

8 17

9 18

6

写真集を作る・３

15

7 16

5

写真地図＜ランドマークとランドスケープ＞ ・３

14

4

写真地図＜ランドマークとランドスケープ＞ ・２

13

花のキモチ・３
学外撮影 講評会

一年間のまとめ

3

写真地図＜ランドマークとランドスケープ＞・１

12

写真地図についての説明

ランドマークの書き出し

ランドスケープの考察

＊下見

2

写真集を作る・２

11

レタッチ

授業内容 授業内容

1

写真集を作る・１

10

ストーリーを考えながら２０枚にしぼる

授業形態

教科書・教材

評価基準 到達目標 写真が出来るプロセスの理解、機材の理解。撮影の準備からレ
タッチ、プリントまでができる。効果的な構図・画面の整理ができ
る。
【事前学習】課題にあったプリント配布・個人で使用できるカメラ・
写真展の紹介

科目名 フォトベーシック 高田敏明(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 機材・スタジオの使い方、撮影基礎、撮影実習、フォトレタッチ、焼
き付け、現像の実習を通してグラフィックデザイナー及びフォトグ
ラファーの基礎に必要な写真の知識と技術的を学ぶ
【実務経験】エディション写真事務所の撮影業務、協会・メーカー
との教育コンテンツを元に上記概要を指導する

授業数

授業期間



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

2 時間 × 13 週 合計 26 時間 2 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％

課題 ・レポート 課題【１】【２】【３】 60 ％

出席数・授業態度 40 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

イントロダクション AdobeAfterEffects②
自己紹介 ７/５ 親子づけ・マスクという考え方

映像編集ソフトＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏＣＣ（2017）について 車窓の景色を取り換えてみよう！

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ　① AdobeAfterEffects③
５/１０ プレミアプロの操作方法について ７/１２ マスク＆パーティクル

インターフェイス説明 すっきりさっぱりファンタ（CMCG表現）

複数の素材をつかって１本のムービーに編集

課題【１】プロモーションムービー編集 課題【３】CMCG表現提出

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ　② AdobeAfterEffects④
５/１７ 課題【１】プロモーションムービー編集 7/１９ マスク＆アニメーションの基礎操作

目ぱち口パチ、線がのびるアニメーション
※課題【１】提出

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ③ AdobeAfterEffects⑤
5/２４ 課題【２】自分で撮ったムービーを編集してみよう ７/２４ パペットツールほか

自分で撮ったムービーをＰＣに取り込む

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ④
5/３１ 課題【２】自分で撮ったムービーを編集してみよう

自分で撮ったムービーを編集

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ⑤
６/７ 課題【２】自分で撮ったムービーを編集してみよう

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ⑥
６/１４ 課題【２】自分で撮ったムービーを編集してみよう

音や文字スーパーをつけてみよう

ＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ⑦
課題【２】自分で撮ったムービーを編集してみよう

ムービーの書き出し ※課題【２】提出

AdobeAfterEffects①
6/２８ テキストアニメーション

ボールアニメーション

7 16

8 17
6/２１

9 18

4 13

5 14

6 15

2 11

3 12

授業内容 授業内容

1 10

4/1９

授業形態

教科書・教材

評価基準 到達目標 平面のデザインは視覚に訴えるもの。映像は視覚と聴覚に訴える
もの。リズムの感じられる映像作品が作れるようになってほしいと思
います！【事前学習】普段なに気なくおこなっているカメラでの
ムービー撮影も編集することを意識して、撮り方を工夫してみてく
ださい。素材がたまったら、自主的に編集してみてください。

科目名 メディアアート 田中直美(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 映像編集ソフトＡｄｏｂｅＰｒｅｍｉｅｒＰｒｏ 映像加工ソフトＡｄｏｂ
ｅＡｆｔｅｒＥｆｆｅｃｔｓをつかって、映像の編集・加工・撮影につ
いて学び、映像による表現の楽しさを体験する授業で
す！【実務経験】愛媛CATVでの９年間の番組制作経験。
映像作品の作り方や考え方、カマラマンとして撮影技術等
を伝授する

授業数

授業期間

宿題※GWに（横向き）ムービーを５本撮影する！



必修・選択 担当教員

学科 1 学年

2 時間 × 13 週 合計 26 時間 2 単位

前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中

講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％

課題 ・レポート 課題【１】【２】【３】 60 ％

出席数・授業態度 40 ％

その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

課題【１】実写映像にアフターエフェクトでCGを合成してみよう！① 課題【３】研修旅行ムービー②

課題説明 11/８ 企画

オープニングCGの作成

課題【１】実写映像にアフターエフェクトでCGを合成してみよう！② 課題【３】研修旅行ムービー③

9/１３ 編集・CG作成 １１/１５ 編集など

課題【１】実写映像にアフターエフェクトでCGを合成してみよう！③ 課題【３】研修旅行ムービー④

９/２０ 編集・CG作成 １１/２２ 編集など

課題【１】実写映像にアフターエフェクトでCGを合成してみよう！④ 課題【３】研修旅行ムービー⑤

９/２７ ムービーに書き出し＆講評会 １１/２９ ムービーに書き出し
課題【１】ムービー提出 提出・講評会 課題【３】研修旅行ムービー提出

課題【２】コピー論ラジオCM制作①

10/４ シナリオの整理、録音

課題【２】コピー論ラジオCM制作②

10/１１ 編集・効果音等

課題【２】コピー論ラジオCM制作③

１０/１８ 編集・効果音等

課題【２】コピー論ラジオCM制作完成提出④

課題【２】ラジオCMMP3データ提出

課題【３】研修旅行ムービー①

１１/１ 企画

オープニングCGの作成

7 16

8 17
１０/２５

9 18

4 13

5 14

6 15

2 11

3 12

授業内容 授業内容

1 10

9/６

授業形態

教科書・教材

評価基準 到達目標 平面のデザインは視覚に訴えるもの。映像は視覚と
聴覚に訴えるもの。リズムの感じられる映像作品が
作れるようになってほしいと思います！【事前学習】
普段なに気なくおこなっているカメラでのムービー撮
影も編集することを意識して、撮り方を工夫してみて
ください。素材がたまったら、自主的に編集してみて
ください。

科目名 メディアアート 田中直美(実務経験有)

学科・学年 グラフィックデザイン 授業概要 前期で学んだソフトを使って、実際に作品を作って
みよう！【実務経験】愛媛CATVでの９年間の番組制
作経験。ディレクターとしての企画発想力および、カ
マラマンとして撮影技術を伝授する

授業数

授業期間



年度／期

2019年,通年

回数 必須・選択

26回 必須

回/週

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

評価率（％） その他
40
60

教科書・教材 評価基準
『デザイナーズハンドブック』

その他、都度紹介します。
教務室の書籍・雑誌も大いに利用してください。

授業態度 【準備学習】
身の回りの印刷物に目を留
め、文字やオブジェクトの使
い方はもちろん、大きさや手
触りなどを観察する。さらに
それを言葉にしてみる。続け
ると、すごいことになるはず
です。

課題・レポート

校正　１ ●校正記号

校正　2 ●校正＆校閲に挑戦！

文字　5 ●フォントのイメージ

文字　6 ●文字組みのコツ

禁則処理

文字　2 ●和文フォントの分類

文字　3 ●欧文フォントの分類

文字  4 ●サイズ　●ファミリー

本の名前　 2 ●綴じ方の観察

本の名前　 3 ●まとめ

文字　１ ●文字の基礎知識

前期のまとめ＆夏休み課題について ●まとめテスト　●夏休み課題予告

この夏イチ押しの印刷物を展示しよう！

本の名前　 1 ●本・誌面の基礎知識

紙に関するいくつかのこと　2 ●紙見本

特殊印刷と特殊加工 ●いろいろな加工を見てみよう

折り加工 ●折り加工の種類

いろいろな印刷方式　1 ●印刷方式とその特徴　１

いろいろな印刷方式　2 ●印刷方式とその特徴　2

紙に関するいくつかのこと　1 ●紙の基礎知識

印刷物ができるまで　2 ●入稿から納品までの工程

印刷物を見つめてみよう ●色の原理　●カラー印刷のしくみ

いろいろないろ ●プロセスカラーとスポットカラー

印刷概論をなぜ学ぶの？ 1 ●印刷物を観察しよう

印刷概論をなぜ学ぶの？ 2 ●情熱大陸「ブックデザイナー　名久井直子」から考える。

印刷物ができるまで  1 ●デザインデータができるまでの工程

授　業　の　概　要
・印刷の基本的な知識
・DTPに関する知識
をお伝えします。何気なく接していた印刷物を見る目が変わります！
【実務経験】印刷会社などでの勤務経験を活かし，データ制作やレイアウト、印刷関連の授業を行い、デザインとデザインを取り巻く様々な
ジャンルの情報を共有する。

授業終了時の到達目標
主に印刷物を制作するために必要な知識を習得し、よりよいデザインを制作する意識を持つ。
身近な印刷物や様々なデザインをアイデアソースにできるような、発想や視点を持つ。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間/週 単位数または総時間数 担当教員

50分 2単位（26時間） 寺本麻衣子（実務経験有）

科　目　名 学科／学年 授業形態

印刷概論 グラフィックデザイン学科　1年 講義



必修・選択 担当教員
学科 1 学年

1 時間 × 13 週 合計 13 時間 1 単位
前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中
講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％
課題 ・レポート 10 ％
出席数・授業態度 ％
その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 1

1 1

1 1

1
1

1

1

1

1

1

8

・履歴書の作成
・自己PR文（自己紹介文作成）

17

9

・履歴書の作成
・自己PR文（自己紹介文作成）

18

6

・履歴書の作成

15

7

・履歴書の作成
・自分の強みを考える

16

4
・働くとお金（人生のマネープランを考える）

13

・振り返り
・夏休みの過ごし方（インターンシップについて）

5

・履歴書の意味と書き方の注意点
・履歴書の作成

14

2

・授業の取り組み方
・スケジュール管理・メモの重要性

11

・履歴書の作成
・趣味/特技/好きな学科について考える
・免許や資格の書き方を知る

3

・将来の自分の姿を考える
・専門学校2年間の過ごし方

12

・履歴書の作成

授業内容 授業内容

1

・社会人基礎講座の目的を知る
・前期授業の内容紹介

10

・趣味/特技/好きな学科について考える

授業形態
教科書・教材

就職活動実践！ワークブック

評価基準 到達目標 ・基本的な（志望企業を考えないで）履歴書の作成が出来
る
【事前学習】授業でのアドバイスを日常生活や授業に取り
入れていくこと。メモを必ず忘れない。

50・40

科目名 社会人基礎講座 西川　覚　実務経験有
学科・学年 全学科 授業概要 ・進路を決定する際に必要な知識とスキルを身につける

【実務経験】
㈱リクルート8年のキャリア支援経験を活かした指導を行
う。

授業数
授業期間



必修・選択 担当教員
学科 1 学年

1 時間 × 17 週 合計 17 時間 1 単位
前期 ・ 後期 ・ 通年 ・ 集中
講義 ・ 演習 ・ 実習 （ 50 分/ コマ）

定期試験・臨時試験等 ％
課題 ・レポート 10 ％
出席数・授業態度 ％
その他 (                                                   ) ％

回 時間 回 時間

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

8

・会社訪問/説明会に行く際のルールとマナーを知る
・お礼状の書き方を知ろう

17

・就職CC面談

9

・面接の種類
・面接での立ち居振る舞いを知る

18

6

・過去の求人票と情報サイトから興味のある仕事を探す

15

・就職CC面談

7

・過去の求人票と情報サイトから興味のある仕事を探す

16

・就職CC面談

4

学校ポータルサイトの見方を知る

13

・就職CC面談

5

・ｷｬﾘｱ支援ﾙｰﾑの解説
・過去の求人票と情報ｻｲﾄから興味のある仕事を探す

14

・就職CC面談

2

・企業研究と仕事研究の重要性
・就職活動の流れを知る

11

・進路調査票記入注意点
・進路調査票記入

3

・求人票の見方を知る

12

・進路面談について
・進路調査票記入

授業内容 授業内容

1

・後期授業の内容紹介

10

・面接で聞かれることを知っておく
・面接の注意点（してはいけないことの理解）

授業形態
教科書・教材

就職活動実践！ワークブック

評価基準 到達目標 ・基本的な（志望企業を考えないで）履歴書の作成が出来
る
【事前学習】授業でのアドバイスを日常生活や授業に取り
入れていくこと。メモを必ず忘れない。

50・40

科目名 社会人基礎講座 西川　覚　実務経験有
学科・学年 全学科 授業概要 ・進路を決定する際に必要な知識とスキルを身につける

【実務経験】
㈱リクルート8年穴吹デザイン専門学校就職担当14年の
キャリア支援経験を活かした指導を行う。

授業数
授業期間


