
CGクリエイター科
映画やWeb、TV、
アニメやゲームの
CG動画制作やフィギュア制作など。
CG映像業界やデジタル原型師を目指して、
3DCG＋美術・デザイン基礎・動画制作・
フィギュア制作を学ぼう！！

3Dモデラーコース ● 3Dキャラクターモデラー ● デジタル原型師 ● テクスチャーデザイナー ● 3D背景モデラー ● エフェクトデザイナー

CG動画クリエイターコース ● 動画クリエーター ● CGアニメーター ● モーショングラフィッカー ● コンポジター ● キャラクターアニメーター

3Dモデラーコース CG動画クリエイターコース

【CG映像制作会社への主な就職実績】 株式会社アニマ / 株式会社イマジカ / 株式会社イメージエポック / 株式会社イルカ / 株式会社
ナブラ / 株式会社ライオットヴィジュアライゼーション （以上東京）
株式会社アノン・ピクチャーズ（仙台）　他
【ゲーム制作会社への主な就職実績】 株式会社アルヴィオン（大阪） / 株式会社エイティング（東京） / 株式会社スパークス（仙台）
【アニメ制作会社への主な就職実績】 株式会社旭プロダクション（宮城・白石）
【建築CG制作会社への主な就職実績】 株式会社イマジックデザイン（仙台） / 株式会社CADセンター（東京）　　他
【主なコンテスト入選実績】 「TELEPHONE」（石井のぞみ・樋口美咲） / アジアグラフ2007 in TOKYO 学生（25歳以下）アニメーション
作品公募部門 最優秀賞 / DoGA主催第22,21,19,18,17,16,15回CGアニメーションコンテスト初心者部門 入選

1年次は基礎から学び、
2年次で希望するコースを再選択

2年間で就職するための
カリキュラム

仕事・就職に直結する
プロ用CGソフトを使った授業

CG業界への就職にはなんと言っても自己PR作品集が欠かせません。
1年次から自己PR作品集を作り始めて就職活動に備えます。

授業で使って学ぶCGソフトは、いずれも業界がそのスキルを
求めるものばかり。先進的な手法の授業で楽しく学んでいきます。

1年次は共通カリキュラムで、デザイン・美術の基礎、モデリング、
アニメーションなど、CG映像制作全般の基礎技能を学びます。

2年・男女

合格率
CG検定ベーシック

CG-ARTS主催
85％

入社後にさまざまな経験を積み、今はキャラクターや乗り物のモデリ

ング、CGアニメーション、ボーン入れなどのセットアップや撮影などを

行っています。モデリングやアニメーションの基本的な操作方法や作

り方など、デジタルアーツ仙台でのすべての授業が今、さまざまな場

面で役に立っていますね。また、仕事ではいろいろなソフトを使い、会

社ごとにそれは違ったりするのですが、私は学校で触ったソフトはほ

とんど使いました。自分が作ったモデルやアニメーションが世に出る

ことはとても嬉しいし、この業界に入って良かったなと思います。周り

にさまざまな分野で活躍されている方がたくさんいらっしゃるので、

吸収できることは吸収し、さらに成長していけるよう頑張ります。

卒 業
株式会社サプリメイションに入社

CGアニメーションを担当
撮影・モデリングを担当

CG制作現場で活躍中Step Up Process

深沢 夏帆さん 秋田県 秋田西高等学校出身　
ＣＧ動画クリエイターコース  2020年度卒業  ● 就職先  株式会社サブリメイション

卒業
株式会社デザインココに入社

研 修
CG部に配属

現在に至るStep Up Process

高野 安里紗さん 秋田県 仁賀保高等学校出身　
３Ｄモデラーコース  2020年度卒業  ● 就職先  株式会社デザインココ

〉〉〉 CGクリエイター科の特長

〉〉〉 活躍する卒業生

〉〉〉 目指す職業

11 22 33

〉〉〉 就職・デビュー実績

今は入社一年目で、デフォルメキャラクターのフィギュアやスケール

フィギュアのモデリングをしています。デジタルアーツ仙台では、先

生方が基礎から丁寧に教えてくださったおかげで、いつもしっかり

理解しながら授業を受けることができました。就職活動でも、悩みを

親身になって聞いて適切なアドバイスをくださったり、励みになりま

した。仕事では、なんども修正を繰り返して作ったものが立体化され

るのを見たとき、達成感を感じます。私自身はまだまだ未熟で大変な

こともいっぱいありますが、とてもやりがいのある仕事です。この業

界を目指している人は、たくさん勉強して自分のやりたい仕事がで

きるよう、頑張ってください！

すべての授業が、
さまざまな場面で役に立っています

修正を繰り返して作ったものが、
立体化されたときの達成感

つくるチカラを、キミに。35 36



他

他

鉛筆デッサン作品を制作しながら、立体・遠近的表現の基礎・質感表
現の基礎、絵画的表現の基礎など美術的観察と表現の基礎について
学ぶ科目で、良いＣＧ表現の基礎となります。

Autodesk Mayaのアニメーション操作の基本を学びながら、物理法
則になぞった重さと力、構造の表現の基礎を学んで、リアリティーのあ
るアニメーション表現の作品を制作します。

業界で実際に使用されている先進的な手法を授業で身につけていきます。
CGクリエイター検定など資格取得も目指すカリキュラムです。

基礎の学習からすぐにグループでの制作を実践します。
そこで得たノウハウを、さらに2年次に活かします。

３Ｄモデラーコース ＣＧ動画クリエイターコース
萌えるアニメキャラ、フォトリアルCG作品、メカの造形や広大な背景など、アニメ、ゲー
ム、映画、フィギュアのためのさまざまなCG造形技法を学びます。

動画の合成・編集法、モーショングラフィックス、3Dキャラクターアニメーション技法や
特殊効果など、見る人をあっと言わせるCG動画技法を学びます。

1年次

人体の比率や骨格や筋肉など美術に必要な解剖学的知識や人体の立
体的形状について、石粉粘土で人体モデルを制作しながら学びます。
自由に創作をし、キャラクターなどを作成していきます。

コース選択制

2年次 1年次で獲得した能力で、
さらに高度なCG制作に挑みます。

〉〉〉 カリキュラム紹介 〉〉〉 ピックアップポイント

表現技法を基礎から学ぶ！ デッサン

最新プリンターも使用！ フィギュアモデリング

プロクオリティを目指す！ ３ＤＣＧアニメーション

モデリング＆
レンダリング

3Dモデリング技能の中級編で、滑らかで実写に見えるような立
体造形技能・映像表現技能を身につけます。

モーション
グラフィックス

動画系の代表的な授業で、After Effectsを操作して、実写とCGの合成技法、そしてアニメ撮
影の入門技法を学びます。やがて志望に応じて、ゲームエンジンを操作して行うゲームエフェ
クトに進み、２年次のMayaを操作して行う映画エフェクトの技法につながって行きます。

人体の比率や骨格や筋肉など美術に必要な解剖学的知識や人
体の立体的形状について、石粉粘土で人体モデルを制作しなが
ら学びます。

CGデッサン
Adobe Photoshopを操作して行うデジタル画材を使ったデッサ
ンの授業です。人体のプロポーション・美術的解剖学入門、人物 
デッサン作品模写、手のデッサン作品制作などを行います。

鉛筆デッサン作品を制作しながら、立体・遠近的表現の基礎・質
感表現の基礎、絵画的表現の基礎など美術的観察と表現の基礎 
について学ぶ科目で、よいＣＧ表現の基礎 となります。

テクスチャー制作
Adobe Photoshopの操作を中心に、前期は手描きによるゲームテクスチャ
制作技法、後期はAllegorithmic SubstancePainterの操作を中心に、リア
ル系マテリアルの３Ｄペイントの基礎技法、デジタル彫刻の基礎を行います。

キャリアデザイン 就職対策の授業。作品集作りとプレゼンテーション、応募書
類の書き方と面接の受け方などの内容です。

キャラクター
アニメーション

MayaやMotionBuilderと言う3DCGソフトを操作して、人や
動物など生き物の体の動きや表情のアニメーション、感情表現
技法を学びます。モーションキャプチャ作業の練習もします。

モデリング
Autodesk MayaとMudboxを操作して、ローポリゲーム
モデル、フォトリアルモデルについて、３Ｄ造形技法とデジタ
ル照明技法・画像化技法について学びます。

モーション
グラフィックス

After Effectsという動画合成ソフトを使う授業の中級編
で、アニメやCG動画の編集合成技法を学びます。他学科
とコラボしたイベントの映像制作なども行います。

シュミレーション &
コンポジション

Autodesk Maya、Adobe AfterEffects、ゲームエンジンで
の物理演算アニメーション作成法と映像の合成編集法の基本
について学びます。

フィギュア
モデリング

フィギュア
モデリング

人物造形が中心の、石粉粘土でのモデリング応用編です。骨格や筋肉
の構造を理解しながら、粘土を手で盛るという身体感覚を通して行う
モデリングレッスンで、3DCGモデリングの一番深い基礎となります。

他

※2020年度の共通カリキュラムを記載しているため、一部変更する場合がございます。

つくるチカラを、キミに。37 38



CGゲーム作品 CGアニメーション作品

［格闘ゲームCG］

モデリング＆レンダリング
テクスチャーメイキング

2年生の共同制作で、ゲームエンジン「Unity」で仕上げた
オリジナルゲーム作品。

［Dream Girlユキ］
イラスト・マンガアニメ科とのコラボによるオリジナルアニメーション作品。イラ
スト・マンガアニメ科の監督・作画でCGクリエイター科は撮影（合成）を担当。

モデリング＆レンダリングでは主にMaya、mudboxを操作し
て、３DCG造形とその画像化、動画化技法を学びます。
テクスチャメイキングという授業ではデザイナーが使うテクス
チャ制作に特化したソフトの操作方法を身につけます。

■担当科目 ： フィギュアモデリング

関東 武久 先生
■担当科目 ： キャラクターアニメーション他

播磨 亮達 先生

〉〉〉 実践的な学び 〉〉〉 実践的な作品制作

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

CGソフトが操作できてもキャラクターが自動で出来
上がることはありません。
人体の骨格や筋肉など基礎的な解剖学的知識から
学ぶことで、ソフトを操るデザイナーとしてのテク
ニックを更に強化しましょう。

ＣＧソフトを覚えることは自分の描きたいイメージを
作るためのツールの一つです。
現役の演出家として、様々な制作現場から会得した
技術や経験を活かし、常に最先端の指導を行いま
す。共に学んでクリエイトしましょう！

小柴 英里佳さん 福島県 若松商業高等学校出身

入学を検討している
後輩へメッセージ

デジタルアーツはたった2年という短い期間ですが、多くのことを学ぶことができます。生徒数
も少人数制で、その分先生と生徒の仲が良く、とても楽しい場所です！ぜひデジタルアーツ仙
台へお越しください。自分と似たような考えや夢を持った仲間に沢山会うことができますよ！5

この仕事を
めざしたきっかけ

学校選びで
重視したポイント

デジタルアーツ仙台
の授業について

就職活動に
向けての想い

1 もともと歌が好きで、何か音楽に関われる仕事ないかなと考えていたと
き、MVを見て「音楽の映像作りたい！そうすれば好きなアーティストの
映像が作れるかも！」と思い映像編集を学ぼうと思いました。

体験授業を通して様々なソフトを触り、楽しかったことはもちろんですが、他にもCGクリエイター科
では色々なことが学べると知りました。デジタルアーツ仙台では、何か一つを集中的にするのではな
く、CGに関する様々な分野を学ぶことで仕事の幅を増やしているということも選んだポイントです。

一番好きな授業はモーショングラフィックスです。MVを作る際に1番使
われているソフトを学ぶことができるので、とても楽しんで研究していま
す！主にアニメ撮影の技法やエフェクトを学んでいます。

入学前から変わらずMVを制作する会社に入ってモーショングラフィッ
カーとして活躍していきたいです。3DCGアニメーションの授業も楽し
く、仕事に活かして行きたいと考えています。

2

3

4

モーショングラフィッカーになるため
CGに関する様々な分野を
楽しみながら学んでいます。

Webでも
Cheak!

つくるチカラを、キミに。39 40


