
60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 定期試験

15 振返り

科目名
（英）

英会話
必修
選択

必修 年次 Jeremy September

授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜日

6限

１ 担当教員

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 東北大学で経営修士号を取得する傍ら、長年英語教育に従事。Active Learningに取り組みコミュニケーション主体の授業を実施。

授業の学習内
容

外国人を前に怖がったり恥ずかしがったりせず、流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につける。

到達目標　
英語で挨拶したり、自分の言いたいことを伝え、相手の言っていることを理解するなど、日常の場面で簡単な英語
コミュニケーションが出来るようになる。

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

定期試験
アセスメントテスト

振返り

オンラインプラクティス　L 1

オンラインプラクティス　L28

L29 L30
過去の出来事について話すことが出来るよう
になる
過去の出来事について尋ねることが出来るよ

L19 L20
ある場所の位置について質問出来るようにな
る
ある場所の位置を説明出来るようになる
道案内が出来る、道順を尋ねることが出来る
ようになる

L32
予定について質問出来るようになる
予定について説明出来るようになる

L6
好き嫌いを表現出来るようになる
相手に質問で返すことができるようになる

オンラインプラクティス　L6

L8
相手に意見を聞くことが出来るようになる
相手に意見を伝えることができるようになる
誘いに返答することが出来るようになる

L9 L10
相手の家族について質問出来るようになる
自身の家族について説明出来るようになる
相手の性格と比較して説明出来るようになる

L11
相手について褒めることが出来るようになる
褒め言葉に返答出来るようになる

L7 L13
時間を尋ねることが出来るようになる
時間を伝えることが出来るようになる
相手の日課について質問が出来るようになる
自分の日課について説明出来るようになる

L3
個人の情報を聞きだすことが出来るようにな
る
もう一度言ってもらえるようお願い出来る

オンラインプラクティス　L3

L1
挨拶が出来るようになる
アセスメントテスト

オンラインプラクティス　L29 L30

L14
継続して質問することが出来るようになる

オンラインプラクティス　L32

オンラインプラクティス　L19 L20

L21 L23
ある行動の頻度について尋ねることが出来る
ようになる
ある行動の頻度を説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L21 L23 

L28
ある食べ物について質問出来るようになる
ある食べ物を説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L8

オンラインプラクティス　L9  L10

オンラインプラクティス　L11

オンラインプラクティス　L7 L13

オンラインプラクティス　L14 

準備学習　時間外学習 自宅で教科書に付随するオンラインプラクティスの内容を活用し、予習・復習を行うこと。

　【使用教科書・教材・参考書】　


Speak Now 1



60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 定期試験

15 振返り

科目名
（英）

英会話
必修
選択

必修 年次 担当教員 Jeremy September

授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜日

6限

１

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 東北大学で経営修士号を取得する傍ら、長年英語教育に従事。Active Learningに取り組みコミュニケーション主体の授業を実施。

授業の学習内
容

外国人を前に怖がったり恥ずかしがったりせず、流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につける。

到達目標　
英語で挨拶したり、自分の言いたいことを伝え、相手の言っていることを理解するなど、日常の場面で簡単な英語
コミュニケーションが出来るようになる。

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

時間を伝えることが出来るようになる

相手の日課について質問が出来るようになる

自分の日課について説明出来るようになる

継続して質問することが出来るようになる

ある場所の位置について質問出来るようにな
る

ある場所の位置を説明出来るようになる

道案内が出来る、道順を尋ねることが出来る
ようになる

ある行動の頻度について尋ねることが出来る
ようになる

行動の頻度を説明出来るようになる

過去の出来事について話すことが出来るよう
になる

過去の出来事について尋ねることが出来るよ
うになる

予定について質問出来るようになる

準備学習　時間外学習 自宅で教科書に付随するオンラインプラクティスの内容を活用し、予習・復習を行うこと。

　【使用教科書・教材・参考書】　


Speak Now 1

予定について説明出来るようになる

定期試験
アセスメントテスト

振返り



180 開講区分

12 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

アメリカにてイラスト、デザインの大学を卒業後、仙台を拠点に制作活動を実施、河北美術展・仙台市
民美術展等に入選、ざぶん将特別賞受賞

到達目標　

デッサンの基礎を学ぶために基本的な道具の使い方と観察力を修得する。色々な対象物をデッサンすることで造
形の要素を学ぶ。
目標①観察力を身につける、目標②客観的視点から物を捉える力を培うことができる、目標③表現したいことが正
確にできるようになる

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

前期
土曜

4〜6限
演習

総時間
（単位）

デッサン　
必修
選択

必修 年次 1

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

ガラスの光沢・質感を描くことができる

ポットの質感を描くことができる

布の質感を描くことができる

担当教員 沼田佳苗

(　　       Dessin          　　　　　　    ) 授業
形態

デッサンについて説明を行う・鉛筆を削ることができる・グレースケールを作ることができる

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習内
容

デッサンを各ことであらゆる作品の元となる基礎を養うことができ、造形の要素、表現するための構成原理を身に
つけることができる。対象物をデッサンすることでその物がもつ特長、本質を捉えた性格な絵を描くことができるよ
うになる。

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席す
る、課題の締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の
理解度、道具の使い方の基本を学び、モチーフの立体感・質感・遠近感が表現できる。到達
目標・モチーフを客観的に観察、分析し立体感、質感、遠近感が理解でき、画面構図が取れ
る。丁寧な仕上げを心がけ提出すること。

球体を描くことができる

円柱と木製立体を描くことができる

トイレットペーパーを描くことができる

　【使用教科書・教材・参考書】　


準備学習　時間外学習

期末展示での作品発表および説明ができる

紙コップ・紙の質感を描くことができる

プラスチックの質感を描くことができる

ティッシュボックスを描くことができる

貝殻を描くことができる

ボール描くことができる

幾何形体を複数描くことができる

期末展示へ向けての作品制作および完成





180 開講区分

12 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


学んだパーツの描き方を活用して鏡を良く見て自
画像をラフ段階まで描くことができる

学んだパーツの描き方を活用して鏡を良く見て自
画像をフィニッシュワークで描くことができる

期末展示へ向けての作品制作および完成

期末展示での作品発表および説明ができる

髪など細かい部分をよく測りながら質感も出せるよ
うに細部まで描くことができる

デッサンについて説明を行う。前期で学んだ内容を理解して目的目
標を持って制作することを意識することができる。

人物クロッキーを短時間で特徴をつかめるように自
由なタッチで表現力を高めることができる。

やかんなど金属の質感を表現を描くことができる。

見慣れた自分の靴を描く。先入観にとらわれず
色々な質感を描くことができる。

柔らかいもののタッチを変えて表現してみる。しわと
光の流れを意識して描くことができる。

円筒形を基本形として繊維のねじれや質感を良く
観察して描き込むことができる。

果物、葉っぱなど色々な質感をよく観察して描くこと
ができる

自分自身をイメージして描いてみる。その後パーツ
ごとによく観察して描くことができる

鏡をよく見て先入観にとらわれずに細部まで観察し
て目を描くことができる

鼻・口のパーツの位置などよく測りながら質感も出
せるように細部まで描くことができる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴
アメリカにてイラスト、デザインの大学を卒業後、仙台を拠点に制作活動を実施、河北美術展・仙台市
民美術展等に入選、ざぶん将特別賞受賞

授業の学習内
容

デッサンを各ことであらゆる作品の元となる基礎を養うことができ、造形の要素、表現するための構成原理を身に
つけることができる。対象物をデッサンすることでその物がもつ特長、本質を捉えた性格な絵を描くことができるよ
うになる。

到達目標　

デッサンの基礎を学ぶために基本的な道具の使い方と観察力を修得する。色々な対象物をデッサンすることで造
形の要素を学ぶ。
目標①観察力を身につける、目標②客観的視点から物を捉える力を培うことができる、目標③表現したいことが正
確にできるようになる

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席す
る、課題の締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の
理解度、道具の使い方の基本を学び、モチーフの立体感・質感・遠近感が表現できる。到達
目標・モチーフを客観的に観察、分析し立体感、質感、遠近感が理解でき、画面構図が取れ
る。丁寧な仕上げを心がけ提出すること。

授業計画・内容

担当教員 沼田佳苗

(　　       Dessin          　　　　　　    ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

前期
土曜

4〜6限

1科目名
（英）

デッサン　
必修
選択

必修 年次





120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習 描画復習

3 演習 描画復習

4 演習 描画復習

5 演習 描画復習

6 演習 描画復習

7 演習 課題演習

8 演習 描画復習

9 演習 描画復習

10 演習 課題演習

11 演習 描画復習

12 演習 描画復習

13 演習

14 演習

15 演習

平成７年より、印刷業界にて活躍後、平成１８年よりイラストレーターとして独立し現在に至る

到達目標　

絵を描くために必要な基本的な要素（人、物、動植物、風景など）の習得と
描く対象物をシンプルにとらえ、思い描くイメージを絵として落とし込む事が出来るよう制作実習を行う。
物を立体的に捉えることができる。一点透視図法を描けることができる。
二点透視図法を描けることができる。三点透視図法を描けることができる。
自分の思い描くイメージを描くことができる。

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

通年
火曜

4〜5限
演習

総時間
（単位）

ベーシックデザインⅠ
必修
選択

必修 年次 １

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

（目標②）一点透視図法を使った演習を行う。

（目標③）二点透視図法を理解する事ができる。

（目標③）二点透視図法を使った絵を描く事ができる。

担当教員 佐久間誉之

(Basic Design) 授業
形態

絵を描く為に必要な知識と技術を把握することができる。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習内
容

一つの絵を描くために必要な技術を基礎を理解する必要があります。鉛筆の持ち方から定規の使い方、形の捉え
方、動植物、人物、遠近法などがあります。コミックイラストやマンガ、イラストレーション、ゲーム、キャラクターな
ど、様々な分野で役立ちます。その基礎があって初めて自分の思い描く世界やイメージを描くことができます。自分
の思い描く世界を自由に楽しく描ける様になってもらうために、一人ひとりに寄り添い、理解しやす内容まで噛み砕
き授業を行います。

評価方法と基準
1平常点(関心・意欲・態度)40%(出席数・課題提出数)・到達目標・遅刻しないで出席す る、課題の締切を守り作品
を提出する2課題提出(クリエーティブ)60%・評価観点・授業の 理解度、道具の使い方の基本を学び、遠近感が理
解でき、画面構図が取れ る。丁寧な仕上げを心がけ提出すること。

（目標①）描く対象物をシンプルに捉える事ができる。

（目標①）動物、植物を描く演習を行う。

（目標①）人描く演習を行う。

　【使用教科書・教材・参考書】　


準備学習　時間外学習 ①②③④の演習と復習。授業で覚えた技術を忘れないよう反復した復習を行います。

期末展示での作品発表および説明ができる

（目標②）一点透視図法を理解する事ができる。

（目標②）一点透視図法を使った絵を描く事ができる。

（目標③）二点透視図法を使った演習を行う。

（目標④）三点透視図法を理解する事ができる。

（目標④）三点透視図法を使った絵を描く事ができる。

（目標④）三点透視図法を使った演習を行う。

期末展示へ向けての作品制作および完成する



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習 描画復習

3 演習 描画復習

4 演習 描画復習

5 演習 描画復習

6 演習 描画復習

7 演習 課題演習

8 演習 描画復習

9 演習 描画復習

10 演習 課題演習

11 演習 描画復習

12 演習 描画復習

13 演習

14 演習

15 演習

準備学習　時間外学習 ①②③④の演習と復習。授業で覚えた技術を忘れないよう反復した復習を行います。

　【使用教科書・教材・参考書】　


リズミカルなタイポグラフィーデザインを考えること
ができる。

様々なタイポグラフィーデザインを制作することが
できる。

期末展示へ向けての作品制作および完成する

期末展示での作品発表および説明ができる

既存のタイポグラフィーデザインを考察し、分解して
考えることができる。

デザインに必要な知識と技術を把握することができ
る。

イラスト以外のスキルとして「デザイン」「レイアウト」
「フォント」等を学ぶことができる。

イラスト以外のスキルとして「デザイン」「レイアウト」
「フォント」等を使用しデザインできる。

バリエーションを作りいろいろな角度から「アイデ
ア」を出すことができる。

バリエーションを作りいろいろな角度から「アイデ
ア」を出し、ビジュアルに落とし込むことができる。

５体分のキャラクターを効率よく丁寧に制作するよ
うに、企画できる。

５体分のキャラクターを効率よく丁寧に制作するこ
とができる。

フォントを加工し、自分の名前のロゴを企画、ラフ案
を出すことができる。

フォントを加工し、自分の名前のロゴを制作するこ
とができる。

タイポグラフィーの考え方を理解することができる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 平成７年より、印刷業界にて活躍後、平成１８年よりイラストレーターとして独立し現在に至る

授業の学習内
容

一つの絵を描くために必要な技術を基礎を理解する必要があります。鉛筆の持ち方から定規の使い方、形の捉え
方、動植物、人物、遠近法などがあります。コミックイラストやマンガ、イラストレーション、ゲーム、キャラクターな
ど、様々な分野で役立ちます。その基礎があって初めて自分の思い描く世界やイメージを描くことができます。自分
の思い描く世界を自由に楽しく描ける様になってもらうために、一人ひとりに寄り添い、理解しやす内容まで噛み砕
き授業を行います。

到達目標　

絵を描くために必要な基本的な要素（人、物、動植物、風景など）の習得と
描く対象物をシンプルにとらえ、思い描くイメージを絵として落とし込む事が出来るよう制作実習を行う。
イラスト以外にも、デザインの観点で物事を考え、制作することができるようにする。
自分の思い描くイメージをデザインすることができる。

評価方法と基準
1平常点(関心・意欲・態度)40%(出席数・課題提出数)・到達目標・遅刻しないで出席す る、課題の締切を守り作品
を提出する2課題提出(クリエーティブ)60%・評価観点・授業の 理解度、道具の使い方の基本を学び、遠近感が理
解でき、画面構図が取れ る。丁寧な仕上げを心がけ提出すること。

授業計画・内容

担当教員 佐久間誉之

(Basic Design) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜

4〜5限

１科目名
（英）

ベーシックデザインⅠ
必修
選択

必修 年次



60 開講区分 通年

4 曜日・時限 水曜日・2時限

回数 日程 授業形態

1 ／ 講義と演習

2 ／ 講義と演習

3 ／ 講義と演習

4 ／ 講義と演習

5 ／ 講義と演習

6 ／ 講義と演習

7 ／ 講義と演習

8 ／ 講義と演習

9 ／ 講義と演習

10 ／ 講義と演習

11 ／ 講義と演習

12 ／ 講義と演習

13 ／ 講義と演習

14 ／ 講義と演習

15 ／ 講義と演習

16 ／

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


　

授業の予習・復習の必要はありません。
ただし、受講生が日々接するe-sportsに
関するニュースとそれに対する感想、e-
sportsの取り組みに関するアイデアや自
分の進路について考えたことなどがあれ
ば、何でもノートに書き留めておいてくだ
さい。ノートについては【使用教科書・教
材・参考書】の欄を参照してください。

（e-sportsビジネスの構造①）e-sports業界の構造
を俯瞰して、どのようなビジネスチャンスがあるか
考えます。（e-sportsビジネスの構造②）e-sportsビジネスの
特徴を整理し、その課題について考えます。

（e-sportsの法的・経済的課題）e-sportsをめぐる法
律的な課題や経済的な課題について整理し、その
解決方法を考えます。（前期の授業のまとめ）前期の授業のまとめを行い
ます。

（e-sportsの歴史②）e-sportsはどのように発展して
来たのか整理し、その問題点を考えます。

（e-sportsプレイヤーの素養①）e-sportsプレイヤー
に求められる素養について考えます。

（e-sportsプレイヤーの素養②）e-sportsプレイヤー
になるためにはどうすればよいか考えます。

（e-sportsイベントスタッフの素養①）よいe-sports
イベントとはどのようなイベントか考えます。

（e-sportsイベントスタッフの素養②）e-sportsイベ
ントの企画・運営と契約についての実務を解説しま
す。（e-sportsメディア）e-sportsメディアの種類と特徴
について整理して、その課題を考えます。

（前期の授業のガイダンス）講師・学生の自己紹介
と前期の授業の進め方について説明します。

（e-sportsの定義）e-sportsとは何か、どのような特
徴をもったスポーツなのか考えます。

（e-sportsの国内外の動向）近年のe-sportsの動向
を整理・分析して、その方向性を考えます。

（e-sportsのプロの定義）プロゲーマーの「プロ」とは何か、さまざまな角度から考えます。

（e-sportsの歴史①）e-sportsはいつ、どこで、どの
ように始まったのか整理し、その問題点を考えま
す。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅰ部　

教員の略歴 早稲田大学第一文学部卒業。東京大学史科編纂所助手を経て、同所助教授。2005年東京大学大学院情報学環教授に就任。現在は本学園名誉学校長

授業の学習内
容

e-sportsのさまざまな分野で必要となる基本的な知識を整理し、専門的な知識・技能を習得する基盤を形成します。授
業では、e-sportsの最新動向を取り上げて分析するほか、以下のトピックを取り上げて解説します。
e-sportsの定義、e-sportsの歴史、e-sports業界の構造、e-sportsメディア、e-sports選手の素養（身体・精神・テクニッ
ク）
e-sports選手のトレーニング、e-sportsビジネスモデル、e-sportsイベントの企画・運営 など
業界の動向や授業の進み具合によって、トピックを入れ替えたり、取り上げる順番が前後する場合があります。、

到達目標　

滋慶学園グループの教育理念（人間教育・実学教育・国際教育）に基づいて、将来国内外のe-sports界の第一線で、
ゲーマー、ストリーマー、マネージャー、イベントスタッフ、MC・キャスターなどとして活躍するために必要な基礎的知識
を獲得・整理し、職業に対する考え方を身に付け、みずから判断し行動する実践力を身に付けます。専門的な知識や
技能を習得する基礎・発展・応用の三段階のうち、第一年次は「基礎」の課程に該当します。

評価方法と基準

出席評価50% ＋ 授業態度評価（聴く、書く、話す等の態度）10%＋ レポートの評価40% とします。レポート
は、正しい日本語か、正確な内容か、自分の考察や意見をを論述しているかなど、レポートとしての完成度
で評価します。なお、レポートの課題は7月14日（水）の授業中に出題し、レポートは9月4日（水）の授業時
に回収する予定です。出題と同時にレポートの書き方も説明します。

授業計画・内容

担当教員 馬場　章

Information technology 授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1科目名
（英）

IT　　
必修
選択

必修選択 年次



60 開講区分 通年

4 曜日・時限 水曜日・2時限

回数 日程 授業形態

1 ／ 講義と演習

2 ／ 講義と演習

3 ／ 講義と演習

4 ／ 講義と演習

5 ／ 講義と演習

6 ／ 講義と演習

7 ／ 講義と演習

8 ／ 講義と演習

9 ／ 講義と演習

10 ／ 講義と演習

11 ／ 講義と演習

12 ／ 講義と演習

13 ／ 講義と演習

14 ／ 期末展示へ向けての制作

15 ／ プレゼンテーション

16 ／

科目名
（英）

IT　　
必修
選択

必修選択 年次 担当教員 鈴木優子

Information technology 授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅰ部　

教員の略歴
1998年のインターネット黎明期より独学でＷｅｂ制作を始め、その後就職先の会社のサイト管理者として経験を積む。
現在はフリーの制作者として各種パーツ制作・サイト制作・管理を行う。

授業の学習内
容

ビジュアルコミュニケーションを基に、デザイン制作などのケーススタディーを通じてマルチなデザインのノウハウを習
得します。   マルチなデザインノウハウの一つであるWebデザインの基本や基礎のコーディング、テーマにそったサイト
の制作に必要な知識と工程を学ぶ

到達目標　

Webサイトを制作し公開するまでに必要な工程を理解する。また、複数人で協力してプロジェクトに取り組む力を身につ
ける

評価方法と基準

出席評価50% ＋ 授業態度評価（聴く、書く、話す等の態度）10%＋ レポートの評価40% とします。レポート
は、正しい日本語か、正確な内容か、自分の考察や意見をを論述しているかなど、レポートとしての完成度
で評価します。なお、レポートの課題は7月14日（水）の授業中に出題し、レポートは9月4日（水）の授業時
に回収する予定です。出題と同時にレポートの書き方も説明します。

授業計画・内容

Webの基礎操作と観察を学び理解できる。

Webサイトの設計図を学び理解できる。

Webデザインのヒアリングについてを学び理解でき
る。

HTMLマークアップとして簡単なページ制作を学び理解できる。

HTML記述演習を学び理解できる。

Webサイトの設計図としてワイヤーフレーム制作を
学び理解できる。

Webデザインモックアップ制作を学び理解できる。

UIパーツの制作を学び理解できる。

Webサイト制作演習を学び理解できる。

　

Webサイト制作検証を学び理解できる。

Webサイト制作検証しＰＤＣを学び理解できる。

実際にWebプランニングを行いデザインを構築する
ことができる。

自由にＷＥＢサイト企画が制作できる。

期末展示へ向けての作品制作および完成する

期末展示での作品発表および説明ができる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　




60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習とプレゼンテーション

14 演習とプレゼンテーション

15 演習とプレゼンテーション

到達目標　

デザインシンキングに含まれる多くの重要なプロセスを理解し、コミュニケーション力を身につけることを目標とす
る。
1.どんな人達(相性が合う合わないなど)でも、コミュニケーションが、ある程度図れること。
2.相手の意見を尊重したり、自分の考えを述べられるようにすること。
3.今までと違った視点や考え方に気付くこと。

評価方法と基準

担当教員 今出千博

( marketing ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
木曜
4限

1科目名
（英）

マーケティング　
必修
選択

必修 年次

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴

授業の学習内
容

今のクリエイターに求められている“デザイン思考”は、ユーザーの視点に立ち、モノだけではなく「コト」＝体験を作
る時代に必要不可欠な考え方である。考え方を理解することで、企業課題、グループ制作、学事行事など、１つの
ものに複数の人が関わる課題の問題を解決することができ、さらには個人課題にも応用することが可能である。デ
ザインシンキングとは問題を解決するための思考法・手法といえ、プロセスをワークショップ形式で追いながら、こ
の手法を修得する。
特に前期授業では、デザインシンキングのプロセスを追いながら、少人数のチームによるワークショップ形式で進
め、積極的なディスカッションやプレゼンテーションへの参加が求められる。

専門学校卒業後、マネキン製作・ディスプレイ器具の製造会社にてデザインを担当、平成１３年ＡＦＴ色彩検定１級、平成２１年カ
ラーデザインマスター認定、平成２２年リュッシャーカラーサイコアナリストティーチャー取得

前回の授業の復習

前回の授業の復習

ブレインストーミングと６つの考える帽子につ
いてプレゼンテーションまで行うためのフロー
作成を実践できる。

プレゼンテーションの重要性について述べる
ことができる。プレゼンテーションを実施する。

チームビルディングとアイスブレイクを実施す
る。

アイスブレイクが実践できる。
アイスブレイクの結果発表を実施する。
ブレインストーミングと６つの考える帽子につ
いてプレゼンテーションまで行うためのフロー
作成を実践できる。

フロー作成した結果を、ビジュアル表現として
実践できる。

プレゼンテーションの重要性について述べる
ことができる。プレゼンテーションを実施する。

アイスブレイクの内容を理解することができ
る.

ブレインストーミングと６つの考える帽子につ
いて述べることができる。

ブレインストーミングと６つの考える帽子につ
いて実践できる。

ブレインストーミングと6つの考える帽子につ
いて実践できる。

【評価方法】
グループワーク・プレゼンテーション演習

【評価基準】
①関心・意欲・態度(平常点)　　　　…60点
②コンセプトワーク(知識・理解)　　…20点
③プレゼンテーション(発信・提案) …20点

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ブレストした結果を、ビジュアル表現として実
践できる。

デザイン思考について述べることができる。
チームビルディングを実施する。

前回の授業の復習

前回の授業の復習

準備学習　時間外学習 普段か日常生活を観察しておく必要がある。

　【使用教科書・教材・参考書】　模造紙、折り紙、付箋(四角いもの)、ストロー、糸、紙コップ、サランラップ、アルミホイル、割りばし、
輪ゴム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のり、セロテープ(メンディングテープ)、マジック、筆記用具、ハサミ・カッター類

作成した内容を、展示を通じて理解させること
ができる.

作成した内容を、展示を通じて理解させること
ができる.

展示会準備



60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習とプレゼンテーション

15 演習とプレゼンテーション

準備学習　時間外学習 普段か日常生活を観察しておく必要がある。

　【使用教科書・教材・参考書】　模造紙、折り紙、付箋(四角いもの)、ストロー、糸、紙コップ、サランラップ、アルミホイル、割りばし、
輪ゴム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のり、セロテープ(メンディングテープ)、マジック、筆記用具、ハサミ・カッター類

プレゼンテーションの重要性について述べる
ことができる。プレゼンテーションを実施する。

作成した内容を、展示を通じて理解させること
ができる. 展示会準備

作成した内容を、展示を通じて理解させること
ができる.

チーム別で修正点を考えグループディスカッ
ションを行うこともできる。

チーム別で修正点を考えグループディスカッ
ションを行い役割分担ができる。
チーム別で修正点を考えグループディスカッションを行いプレゼン
テーションシートを制作することができる。 前回の授業の復習

アイスブレイクを実施し、もう一度企画につい
て考えることができる。 前回の授業の復習

中間プレゼンテーションを行い、振り返りがで
きるようになる。

チームビルディングを実施しデザイン思考に
ついてプレゼンテーションできる。

グループディスカッションを理解することがで
きる.

チームビルディングとアイスブレイクを実施す
る。

チーム別でテーマを決めてグループディス
カッションを行うこともできる。 前回の授業の復習

チーム別でテーマを決めてグループディス
カッションを行い役割分担ができる。 前回の授業の復習
チーム別でテーマを決めてグループディスカッションを行いプレゼン
テーションシートを制作することができる。

中間プレゼンテーションの準備・連携がとれる
ようになる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴
専門学校卒業後、マネキン製作・ディスプレイ器具の製造会社にてデザインを担当、平成１３年ＡＦＴ色彩検定１級、平成２１年カ
ラーデザインマスター認定、平成２２年リュッシャーカラーサイコアナリストティーチャー取得

授業の学習内
容

今のクリエイターに求められている“デザイン思考”は、ユーザーの視点に立ち、モノだけではなく「コト」＝体験を作
る時代に必要不可欠な考え方である。考え方を理解することで、企業課題、グループ制作、学事行事など、１つの
ものに複数の人が関わる課題の問題を解決することができ、さらには個人課題にも応用することが可能である。デ
ザインシンキングとは問題を解決するための思考法・手法といえ、プロセスをワークショップ形式で追いながら、こ
の手法を修得する。
特に前期授業では、デザインシンキングのプロセスを追いながら、少人数のチームによるワークショップ形式で進
め、積極的なディスカッションやプレゼンテーションへの参加が求められる。

到達目標　

デザインシンキングに含まれる多くの重要なプロセスを理解し、コミュニケーション力を身につけることを目標とす
る。
1.どんな人達(相性が合う合わないなど)でも、コミュニケーションが、ある程度図れること。
2.相手の意見を尊重したり、自分の考えを述べられるようにすること。
3.今までと違った視点や考え方に気付くこと。

評価方法と基準

【評価方法】
グループワーク・プレゼンテーション演習

【評価基準】
①関心・意欲・態度(平常点)　　　　…60点
②コンセプトワーク(知識・理解)　　…20点
③プレゼンテーション(発信・提案) …20点

授業計画・内容

担当教員 今出千博

( marketing ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
木曜
4限

1科目名
（英）

マーケティング　
必修
選択

必修 年次



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

授業
形態

演習
総時間
（単位）

　グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー歴35年超。現在は、プランナー、クリエイティブディレクター、プロデューサーでもある。

(Computer Graphics)

濱中 文夫1 担当教員コンピュータグラフィックス
必修
選択

必修

Illustratorで図形の変形、特殊加工ができる

年次

Illustratorで簡単なチラシが作成できる①

Illustratorで簡単な図形の作成、着色等ができる

Illustratorで文字の入力、編集等ができる

Illustrator、Photoshopで簡単な画像処理ができる

Illustratorで簡単なイラストが作成できる

Illustratorで簡単なチラシが作成できる②

教員の略歴

授業の学習内
容

コンピュータとその関連危機の操作、「Illustrator」「Photoshop」の基礎（ベーシック）操作の習得と作品制作技法の習得。

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席する、課題の締切を守
り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の理解度、その応用ができているか、オリ
ジナルの表現ができているか、コンセプトメイキングがしっかりでき、説明できるかを見ます。到達目標・基礎を
しっかり身に着け、丁寧な仕上げの作品を提出すること。

到達目標　
コンピュータ（Macintosh）の基礎知識とコンピュータ作画ソフトである「Illustrator」「Photoshop」の操作の習得を通し、プロのクリエーター
として必要な知識や能力を身につけることができる。

　【使用教科書・教材・参考書】　


USBメモリ、筆記用具、ノートとラフスケッチのできるもの

Mac、Illustrator、Photoshopの起動、終了等の基本操作ができる

期末展示での作品発表および説明ができる

準備学習　時間外学習 課題内容や授業状況によって宿題を出すことがある

Photoshopで画像のキリヌキやレタッチができる

Illustrator、Photoshopを駆使したポスターが作成できる

自分がデザインしたポスターを作成する①

自分がデザインしたポスターを作成する②

期末展示へ向けての作品制作および完成する

Illustratorで文字アウトライン化等の特殊加工ができる



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

USBメモリ、筆記用具、ノートとラフスケッチのできるもの

制作物を、作品集（ポートフォリオ）にまとめることができる。

期末展示へ向けての作品制作および完成する

期末展示での作品発表および説明ができる

準備学習　時間外学習 課題内容や授業状況によって宿題を出すことがある

　【使用教科書・教材・参考書】　


装丁（表紙デザイン）制作の
デザインワークや特殊加工ができる

装丁（表紙デザイン）制作の仕上げ制作を行う。

制作物を、作品集（ポートフォリオ）にまとめることができる。

制作物を、作品集（ポートフォリオ）にまとめることができる。

カフェ・メニュー・デザイン制作の仕上げを行い、
装丁（表紙デザイン）制作ラフ出しができる。

装丁（表紙デザイン）制作の
デザインワークを行う。

カフェ・メニュー・デザイン制作のコンセプトワークができる

カフェ・メニュー・デザイン制作のラフ出しができる

カフェ・メニュー・デザイン制作のデザイン制作を行う。

デザイングランプリTOHOKUポスター制作と
ハロウィンポスターのデザインのコンセプトを考える。

デザイングランプリTOHOKUポスター制作と
ハロウィンポスターのデザインのラフデザインを考える。

デザイングランプリTOHOKUポスター制作と
ハロウィンポスターのデザインのデザインを考え制作することができる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 　グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー歴35年超。現在は、プランナー、クリエイティブディレクター、プロデューサーでもある。

授業の学習内
容

コンピュータとその関連危機の操作、「Illustrator」「Photoshop」の基礎（ベーシック）操作の習得と作品制作技法の習得。

到達目標　
コンピュータ（Macintosh）の基礎知識とコンピュータ作画ソフトである「Illustrator」「Photoshop」の操作の習得を通し、プロのクリエーター
として必要な知識や能力を身につけることができる。

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席する、課題の締切を守
り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の理解度、その応用ができているか、オリ
ジナルの表現ができているか、コンセプトメイキングがしっかりでき、説明できるかを見ます。到達目標・基礎を
しっかり身に着け、丁寧な仕上げの作品を提出すること。

授業計画・内容

担当教員 濱中 文夫

(Computer Graphics) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

前期
月曜
4–5

1科目名
（英）

コンピュータグラフィックス
必修
選択

必修 年次



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 講義と演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

アメリカにてイラスト、デザインの大学を卒業後、仙台を拠点に制作活動を実施、河北美術展・仙台市
民美術展等に入選、ざぶん将特別賞受賞

到達目標　
様々な画材を学んだ上でアナログ画材の素材、特長を引き出し視野を広げ経験することで自分の絵柄やタッチ、
テーマにあった技法を見つけ表現できるようになる

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

通年
水曜

4-5時限
演習

総時間
（単位）

キャラクターデザインⅠ
必修
選択

必修 年次 1

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

ペンの表現ができる・点描画を描くことができる

ペンの表現ができる・点描画を描くことができる

色鉛筆画、重ね塗りの表現ができる

担当教員 沼田佳苗

(　　      Character design　　　    ) 授業
形態

イラストレーション、画材について説明ができる

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習内
容

イラストレーションを描いていく上で重要な色々な画材の特長や性質を学び、画材を活かした色彩構成の技術を身
につける

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席す
る、課題の締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の
理解度、その応用ができているか、オリジナルの表現ができているか、コンセプトメイキング
がしっかりでき、説明できるかを見ます。到達目標・基礎をしっかり身に着け、材料の素材を
よく理解し、画材の特長を活かした丁寧な仕上げの作品を提出すること。

鉛筆画、テーマ・コンセプトを作ることができる、ラフを描くことができる

鉛筆の表現ができる・線の組み合わせ、テーマ「植物」

鉛筆の表現ができる・線の組み合わせ、テーマ「植物」

　【使用教科書・教材・参考書】　


準備学習　時間外学習

期末展示での作品発表および説明ができる

鉛筆の表現ができる・線の組み合わせ、テーマ「植物」

ペンの表現ができる・点描画を描くことができる

色鉛筆で作品を描くことができる

色鉛筆で作品を描くことができる

色鉛筆で作品を描くことができる

色鉛筆で作品を描くことができる

期末展示へ向けての作品制作および完成





120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


水彩絵の具で着彩デッサンを描くことができる

時間以内に完成することができる

期末展示へ向けての作品制作および完成

期末展示での作品発表および説明ができる

着彩デッサンのバランスを整えることができる

色鉛筆で着彩デッサンについて説明ができる

色鉛筆の使い方、着彩の仕方を学び混色の考え方が理解できる

静物デッサン（葉っぱ等）からの着彩ができる

色の重ね方に気を付けて作業することできる

線の組み合わせに意識して着彩デッサンができる

粘土で対象の実物よりも大きな物（落花生等）を良く観察して立体を作ることができる

デッサンからの立体制作（２Ｄ→３Ｄ）を描くことができる

良く観察して着色する。アクリル絵具で重ね塗りができる

アクリル絵具で重ね塗りの表現ができる

水彩絵の具で着彩デッサンラフを描くことができる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴
アメリカにてイラスト、デザインの大学を卒業後、仙台を拠点に制作活動を実施、河北美術展・仙台市
民美術展等に入選、ざぶん将特別賞受賞

授業の学習内
容

イラストレーションを描いていく上で重要な色々な画材の特長や性質を学び、画材を活かした色彩構成の技術を身
につける

到達目標　
様々な画材を学んだ上でアナログ画材の素材、特長を引き出し視野を広げ経験することで自分の絵柄やタッチ、
テーマにあった技法を見つけ表現できるようになる

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席す
る、課題の締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の
理解度、その応用ができているか、オリジナルの表現ができているか、コンセプトメイキング
がしっかりでき、説明できるかを見ます。到達目標・基礎をしっかり身に着け、材料の素材を
よく理解し、画材の特長を活かした丁寧な仕上げの作品を提出すること。

授業計画・内容

担当教員 沼田佳苗

(　　      Character design　　　    ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
水曜

4-5時限

1科目名
（英）

キャラクターデザインⅠ
必修
選択

必修 年次





120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 実技・試験

15 実技・試験

科目名
（英）

　　デジタルトレーニングⅠ
必修
選択

必修選択 年次 担当教員 佐藤直弥

(　　    Digital Training        　 ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜日
4〜5限

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 宮城県e-sports協会所属、Path Finder所属　R6S Season8 Pro League出場　日本ベスト８

授業の学習内
容

ゲームタイトルの中でチームスキル、個人スキルと分けた分野で個人スキルアップを図る科目になります。チーム
戦であっても個人スキルがなければ成立しないものもたくさんあるので、チームレベルを上げるために必要な授業
になります。具体的な個人スキルとして、エイム、立ち回り等があります。チームが危機的状況に陥っても対処、逆
転できるスキルを習得することを目標に行います。

到達目標　

１、エイム力向上の為に、ゲーム内感度の合わせ方、壁打ち等の個人練習時に意識すること、ヘッドラインの意識
を掘り下げて行い、ゲーム内キルレート1.0以上を維持することができる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、マップ
内の立ち回りの為に、撃ち合いを行うポジション（強ポジション）の把握、役割ごとの意識の違いを掘り下げて行い、
味方へのカバー速度を早くすることができる

評価方法と基準 (1)関心・意欲・態度 50% (2)目標到達40% (3)問題解決度 10%

授業計画・内容

１　個々の得意キャラクターでリコイルを行える
各武器の反動の特徴を把握しておくこと
が必要です。

１、大会シーンで主要キャラクターのリコイルを行える
各武器の反動の特徴を把握しておくこと
が必要です。

２、大会使用マップの1/3の構造を説明できる
マップ内を探索し各部屋の名称、目標の
場所を把握しておくことが必要です

２、大会使用マップの2/3の構造を説明できる
マップ内を探索し各部屋の名称、目標の
場所を把握しておくことが必要です

１、壁打ち練習時に標的に向かってエイムを合わせることができる
リコイル練習の復習と継続してリコイル
を行えることが必要です。

２、大会使用マップすべての構造を説明できる
以前覚えたマップの復習と合わせてまだ
把握していないマップの探索が必要です

２、提示した場面での有利ポジションを説明できる 各マップの探索の復習が必要です

１、初弾でヘッドショットを当てることができる
立ち姿勢、しゃがみ姿勢、伏せ姿勢時の
ヘッドラインの把握が必要です

１、フリックエイムができる
咄嗟の瞬発力と合わせられる感度調整
を復習しておくことが必要です。

２、提示した場面での対処方法を説明できる
様々な場面での対処方法を復習しておく
ことが必要です。

２、危機的状況時に最適な対処方法を説明できる
様々場面での対処方法を復習しておくこ
とが必要です

１、リロードすることなくテロハントをクリアすることができる 単発打ちでの練習が必要です

２、味方へのカバーを素早く行うことができる
マップ探索の復習、味方の位置把握方
法の予習が必要です。

準備学習　時間外学習

２、1対2、1対3のような不利な状況を打破することができる
味方のカバーを待つ為の耐え方を予習
することが必要です

１、直近３試合のキルレートが１．０以上を超えることができる
キルレート計算方法の予習、エイム調整
が必要です。

　【使用教科書・教材・参考書】　



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 実技・試験

15 実技・試験

２、防衛方法毎の必要キャラクターを説明できる
キャラクターごとの役割を把握しているこ
とが必要です

１、目標到達まで２分以内に行うことができる
丁寧かつ素早く行うために練習が必要で
す

２、防衛成功率５０％以上にできる
各々臨機応変に対応できる様練習が必
要です

準備学習　時間外学習
　【使用教科書・教材・参考書】　

１、準備フェーズ中に攻める場所を示すことができる
ドローンが沸く場所から近いかつ広く見
渡せる場所を把握することが必要です

２、目標地点の違いによる防衛方法の違いを説明できる
マップの構造を把握していることが必要
です

１、人数有利で目標に到達できる
キャラクターごとの役割を把握しているこ
とが必要です

２、遊撃への援護ができる
マップの構造を把握しておくことが必要で
す

１、不利な状況の突破方法を実践できる
多数の異なる場面を練習する必要があ
ります

２、人数有利の取り方、維持の仕方を実践できる
多数の異なる場面を練習する必要があ
ります

１、ドローンとアタッカーの連携をとれる
ドローンを素早く的確に回し、情報を集め
るための練習が必要です

２、既存カメラによる相手の情報収集ができる
相手が発する音の聞き分けの予習が必
要です

１、遊撃相手の対処方法を説明できる ガジェットの使い方の予習が必要です

得た情報を素早く的確に伝えることができる
ある一定のマップ名称の把握が必要で
す

１、アタッカーとサポートの役割を説明できる
キャラクターごとのガジェットの把握が必
要です

２、遊撃と現地籠りの役割を説明できる
キャラクターごとのガジェットの把握が必
要です

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 宮城県e-sports協会所属、Path Finder所属　R6S Season8 Pro League出場　日本ベスト８

授業の学習内
容

ゲーム課題は、試合中のチームスキルアップを図る科目なります。ゲームトレーニングと並行して行うことでチーム
としてのレベルの底上げを目指し、勝てるチームを作ります。内容としては、攻撃時に意識すること、防衛時に意識
することの２項目に重点を置いて行います。常にしゃべることを意識し、試合中にコーチの手を借りず選手たちで
修正、適応できるチームになることを目標に行います。

到達目標　

１、攻撃時に意識することとして、アタッカーとドローンの距離感、遊撃に倒し方、突破口の開き方、目標到達まで
の過程を行い、目標到達まで２分以内に行えるチームになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、防
衛時に意識することとして、遊撃へのカメラサポート、有利ポジションを理解し人数有利を取る方法、目標防衛方法
を行い、防衛成功率５０％以上にできる。

評価方法と基準 (1)関心・意欲・態度 50% (2)目標到達40% (3)問題解決度 10%

授業計画・内容

担当教員 佐藤直弥

(　　    Digital Training        　 ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜日
4〜5限

1科目名
（英）

　　デジタルトレーニングⅠ
必修
選択

必修選択 年次





120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14
期末展示へ向けて

の制作

15 プレゼンテーション

科目名
（英）

クリエーティブシンキングⅠ
必修
選択

必修選択 年次 担当教員 二宮博彦

(　　  Creative Thinking 1     ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
月曜日
3〜4限

１年

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 昭和５６年より、望月あきらプロダクション、ダイナミックプロダクションを経て講師も行う。 滋慶学園グループ 講師歴１３年

授業の学習内
容

絵を描くために必要な画力とデッサン力を身につけるための授業。各技術系の授業との連携を主軸として、
キャラクターや絵を作成するための力量をアップするため、パース理論部分の講義やクロッキーや立体塑像で
画力向上用の課題作業や練習をメインとする授業。

到達目標　
毎回の課題作成によりデッサン力力を身につけ、画面構成や構図を身につけ、それを自由自在に作画完成出
来る技を身につける。

評価方法と基準
出欠席に関しての評価４０％、課題提出の有無、授業目標とする到達点を理解しているかを課題か
らチェック、課題提出の有無などのしめる点数は６０％

授業計画・内容

年間授業内容説明、提出課題で学生の資質確認をする Gw中にクロッキー課題２０人分

人物クロッキーとデッサンを作成する 人物クロッキーとデッサン

基本パース理論を覚える 人物クロッキーとデッサン

人体パースを習得する 人物クロッキーとデッサン

人物のモブシーンを描く 人物クロッキーとデッサン

キャラクターの手足を描く 授業内でチェックされた部分の修正

粘土で人物の手と足を作る 授業内でチェックされた部分の修正

塑像にて人物の頭部を作る 授業内でチェックされた部分の修正

塑像にて空間把握と立体構造を覚える 授業内でチェックされた部分の修正

人物と背景を描く 夏休み中に動物クロッキー５体を描く

動物を描く 授業内でチェックされた部分の修正

人物の年齢かき分けをする 授業内でチェックされた部分の修正

準備学習　時間外学習 授業でのチェックされた部分を自宅で修正を反復練習
　【使用教科書・教材・参考書】　

人物の体型かき分けをする 授業内で指摘された部分の修正とマンガ作成

期末展示へ向けての作品制作および完成

期末展示での作品発表および説明ができる



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14
期末展示へ向けて

の制作

15 プレゼンテーション

準備学習　時間外学習 授業でのチェックされた部分を自宅で修正を反復練習
　【使用教科書・教材・参考書】　

今までの制作を通じて、自身の力量を把握し、
今後の制作方針について計画することができる。

期末展示へ向けての作品制作および完成

期末展示での作品発表および説明ができる

３ページで原作を元に漫画のコマ割り作成ができ
る。

写真で一言課題の中で、面白写真にコメント(端
的に心を掴む)を発表することができる。

授業内容を振り返り、クラスメイトの作品、発表し
た内容を話し合い理解することができる。

既存資料を題材に物語作りと構成を考察すること
ができる。

「この後どうなる３」物語の一部をよんで、その続
きを考え理解し、プレゼンテーションできる。

クラスメイトと構想を、みんなで考える課題を通
じ、他人の考えを知り、人の物語の膨らませ方を
知ることができる。

ショートネーム(文章を元に１ページのネーム)を作
り、提案し完成することができる。

個々の作品背景の見直し。提出前に再チェック再
修正を行う。

ショートネームの応用、３〜４ページネームラフを
作ることができる。

マインドマップの整理とフローチャ−ト作りの基本
を理解できる

ショートネーム(文章を元に１ページのネーム)を作
る練習課題を作成する

ショートネーム(文章を元に１ページのネーム)を作
り、提案できる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 昭和５６年より、望月あきらプロダクション、ダイナミックプロダクションを経て講師も行う。 滋慶学園グループ 講師歴１３年

授業の学習内
容

絵を描くために必要な画力とデッサン力を身につけるための授業。各技術系の授業との連携を主軸として、
キャラクターや絵を作成するための力量をアップするため、パース理論部分の講義やクロッキーや立体塑像で
画力向上用の課題作業や練習をメインとする授業。

到達目標　
毎回の課題作成によりデッサン力力を身につけ、画面構成や構図を身につけ、それを自由自在に作画完成出
来る技を身につける。

評価方法と基準
出欠席に関しての評価４０％、課題提出の有無、授業目標とする到達点を理解しているかを課題か
らチェック、課題提出の有無などのしめる点数は６０％

授業計画・内容

担当教員 二宮博彦

(　　  Creative Thinking 1     ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
月曜日
3〜4限

１年科目名
（英）

クリエーティブシンキングⅠ
必修
選択

必修選択 年次



60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習 課題： ポスター案制作

4 演習

5 演習 課題： ボディコピー制作

6 演習

7 演習

8 演習 課題： ポスター案制作

9 演習

10 演習

11 演習 課題： パンフレット案制作

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

広告とコピーの役割ついて説明できる

期末展示での作品発表および説明ができる

商品コンセプトに適した表現ができる

コピーの種類と役割を説明できる

ボディコピーを書くことができる

　【使用教科書・教材・参考書】　


　　授業内容に合わせ、こちらでオリジナルのテキストを制作し、配布する。

準備学習　時間外学習

キャッチコピーを作ることができる

印刷物の企画を考えることができる

企画を表現としてまとめることができる

コピーとデザインとの関係を説明できる

商品コンセプトに適した表現ができる

プレゼンの役割と流れを説明できる

ページ物の企画を考えることができる

ページ物の台割を作ることができる

前期理解度チェックする

期末展示へ向けての作品制作および完成する

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習内
容

　印刷物、テレビ・ラジオCM等、各種宣伝媒体のコピーの考え方と具体的な表現手法を学習する。又、コピーライ
ターの業務に含まれるコンセプトワーク、プレゼンテーションに関する演習等も行っていく。
　コピーの学習がライター系の生徒の文章表現力向上に役立つことは言うまでもないが、コンセプトワークとプレゼ
ンテーションはデザイン系の生徒も将来仕事をするうえで必要不可欠な作業である。いずれにせよ、コピーもデザ
インもプロの現場では具体的に表現する以前のコンセプトワークが非常に重要であり、その作業における思考法
の基礎を身に着けることを当授業は特に重視し、講義と演習を行っていく。

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席する、課題の
締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の理解度、その応用が
できているか、オリジナルの表現ができているか、コンセプトメイキングがしっかりでき、説明できるか
を見ます。到達目標・基礎をしっかり身に着け、丁寧な仕上げの作品を提出すること。

博報堂仙台支社、ユーメディア等に、コピーライター＆ディレクターとして勤務。現在はフリーで活動。

到達目標　

・コピーライターの仕事の内容を説明できる。
・広告の役割を説明できる。
・広告のコンセプトを立案することができる。
・コピーとデザインによってコンセプトを明確に表現することができる。
・自分が考えたことをわかりやすく人に伝えることができる(プレゼンテーション)。

担当教員 村上茂伯

(Advertising Design ) 授業
形態

1

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

通年
火曜
5限

演習

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

総時間
（単位）

アドバタイジング
デザインⅠ

必修
選択

必修選択 年次



60 開講区分

4 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　


　　授業内容に合わせ、こちらでオリジナルのテキストを制作し、配布する。

ポスターラフとＣＭコンテ制作企画を複数考えることができる

前期理解度チェックする

期末展示へ向けての作品制作および完成する

期末展示での作品発表および説明ができる

ポスターラフとＣＭコンテ制作企画を考えることができる

ラジオＣＭの基本的考え方を説明できる

サウンド表現の特性を演習することができる

ラジオＣＭコピー制作を考えることができる

テレビＣＭの基本的考え方とコンテの作り方をまとめることができる

映像表現の特性を理解できる

テレビＣＭコンテを制作することができる

キャンペーンとは何かを説明し、販促アイディアを立案できる

企画書のまとめ方を各種書式で表現ができる

商品コンセプトに適した表現ができる

広告展開について役割と流れを説明できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 博報堂仙台支社、ユーメディア等に、コピーライター＆ディレクターとして勤務。現在はフリーで活動。

授業の学習内
容

　印刷物、テレビ・ラジオCM等、各種宣伝媒体のコピーの考え方と具体的な表現手法を学習する。又、コピーライ
ターの業務に含まれるコンセプトワーク、プレゼンテーションに関する演習等も行っていく。
　コピーの学習がライター系の生徒の文章表現力向上に役立つことは言うまでもないが、コンセプトワークとプレゼ
ンテーションはデザイン系の生徒も将来仕事をするうえで必要不可欠な作業である。いずれにせよ、コピーもデザ
インもプロの現場では具体的に表現する以前のコンセプトワークが非常に重要であり、その作業における思考法
の基礎を身に着けることを当授業は特に重視し、講義と演習を行っていく。

到達目標　

・コピーライターの仕事の内容を説明できる。
・広告の役割を説明できる。
・広告のコンセプトを立案することができる。
・コピーとデザインによってコンセプトを明確に表現することができる。
・自分が考えたことをわかりやすく人に伝えることができる(プレゼンテーション)。

評価方法と基準

①平常点（関心・意欲・態度）４０％（出席数・課題提出数）・到達目標・遅刻しないで出席する、課題の
締切を守り作品を提出する②課題提出（クリエーティブ）６０％・評価観点・授業の理解度、その応用が
できているか、オリジナルの表現ができているか、コンセプトメイキングがしっかりでき、説明できるか
を見ます。到達目標・基礎をしっかり身に着け、丁寧な仕上げの作品を提出すること。

授業計画・内容

担当教員 村上茂伯

(Advertising Design ) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
火曜
5限

1科目名
（英）

アドバタイジング
デザインⅠ

必修
選択

必修選択 年次



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

通年
水曜 　4限〜5

限

授業
形態

演習
総時間
（単位）

　グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー歴35年超。現在は、プランナー、クリエイティブディレクター、プロデューサーでもある。

(Advanced grade production)

濱中 文夫1 担当教員進級制作
必修
選択

必修

タイポグラフィーについて理解できる

年次

シンボルマークとロゴタイプについて理解できる

アイディア出しとラフスケッチの重要性について理解できる

用紙サイズとレイアウトについて理解できる

ピクトグラムの色、図形、視覚効果について理解できる

ポスターのビジュアルとキャッチコピーの関連性について理解できる

シンボルマークとロゴタイプを制作できる

教員の略歴

授業の学習内
容

デザインから印刷までの基礎知識の習得と平面構成、ピクトグラム、コラージュ、タイポグラフィー、カリグラフィー
など基礎的なデザイン表現技法の習得。

評価方法と基準

【評価方法】
グループワーク・プレゼンテーション演習

【評価基準】
①関心・意欲・態度(平常点)　　　　…60点
②コンセプトワーク(知識・理解)　　…20点
③プレゼンテーション(発信・提案) …20点

到達目標　
ビジュアル素材となる文字やイラスト、写真を用いた編集技法やロゴタイプや広告デザイン制作などのケーススタ
ディーを通じて、ビジュアルコミュニケーションのノウハウが身につけることができる。

　【使用教科書・教材・参考書】　


USBメモリ、筆記用具、ノートとラフスケッチのできるもの

DVD視聴とオリエンテーションによってプロのデザイナーの仕事を理解できる

期末展示での作品発表および説明ができる

準備学習　時間外学習 課題内容や授業状況によって宿題を出すことがある

カリグラフィーについて理解できる

デザインコンペティション＆企業プロジェクトに向けてアイディア出しができる

デザインコンペティション＆企業プロジェクトに向けて作品制作する

デザインコンペティション＆企業プロジェクトへ制作提案またはプレゼンテーションできる

期末展示へ向けての作品制作および完成する

コラージュについて理解できる



120 開講区分

8 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 期末展示へ向けての制作

15 プレゼンテーション

USBメモリ、筆記用具、ノートとラフスケッチのできるもの

オリエンテーションからフィニッシュワー
クまで理解し、ＰＤＣを考えることができ

期末展示へ向けての展示内容および完成する

期末展示での作品発表および説明ができる

準備学習　時間外学習 課題内容や授業状況によって宿題を出すことがある

　【使用教科書・教材・参考書】　


企業からの制作フィードバックを理解し、
修正することができる。
企業からの依頼内容を理解し、修正内容をデザイ
ンをすることができる。（企業プロジェクト）

企業へプレゼンテーションを行う。

企業からの依頼内容を理解し、コンセプ
トを考えることができる。（企業プロジェク
企業からの依頼内容を理解し、デザイン
をすることができる。（企業プロジェクト）
中間チェックとして、企業へプレゼンテー
ションを行う。

視覚効果について理解し、制作展に向けて自身の
作品のコンセプトを考えることができる。

今まで制作した作品のビジュアルと
キャッチコピーの関連性をデザインで表
企業から課題をいただき、依頼内容を理
解することができる。（企業プロジェクト）

オリエンテーションを理解し、プロのデザ
イナーの仕事を説明することができる。
アイディア出しとラフスケッチを、１００案
以上出すことができる。
様々なサイズとレイアウトを理解し、形に
添った提案ができる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 　クリエーティブコミュニケーション科　昼間Ⅱ部　

教員の略歴 　グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー歴35年超。現在は、プランナー、クリエイティブディレクター、プロデューサーでもある。

授業の学習内
容

デザインから印刷までの基礎知識の習得と平面構成、ピクトグラム、コラージュ、タイポグラフィー、カリグラフィー
など基礎的なデザイン表現技法の習得。

到達目標　
ビジュアル素材となる文字やイラスト、写真を用いた編集技法やロゴタイプや広告デザイン制作などのケーススタ
ディーを通じて、ビジュアルコミュニケーションのノウハウが身につけることができる。

評価方法と基準

【評価方法】
グループワーク・プレゼンテーション演習

【評価基準】
①関心・意欲・態度(平常点)　　　　…60点
②コンセプトワーク(知識・理解)　　…20点
③プレゼンテーション(発信・提案) …20点

授業計画・内容

担当教員 濱中 文夫

(Advanced grade production) 授業
形態

演習
総時間
（単位）

通年
水曜 　4限〜5

限

1科目名
（英）

進級制作
必修
選択

必修 年次


