
【デビュー】 コミックAQUA（オークラ出版） / コミックゼノン（ノース・スターズ・ピクチャーズ） / COMICリュウ（徳間書店） / ジャンプ改（集英社） / ヤングマガジン（講
談社） / ひとりでほっこりくつろぎごはん（ガイドワークス）  
【マンガ賞・イラストコンテスト入賞】 仙台アニメフェスイラストコンテスト金賞 / Crafe2015ぽにきゃんBooks特別賞（クラウドゲート） / スモールエス作品掲載（復刊ドッ
トコム） / マンガッタンイラストギャラリー大賞各賞（石ノ森萬画館） / 月例コミックブレイド漫画賞奨励賞（マッグガーデン） / コミック百合姫　佳作（一迅社）　その他多数
【キャラクター・作品採用】 河北新報創刊120周年企画地域愛新聞　松島町（河北新報） / 仙台中央警察署防犯キャラクター（仙台中央警察署）、宮城県飲酒運転撲滅
ポスター（宮城県警）　他  
【出張編集部】 イブニング（講談社） / 月刊少年マガジン（講談社） / ヤングマガジン（講談社） / コミックブレイド（マッグガーデン）、ジャンプSQ.（集英社） / ヤングジャ
ンプ（集英社） / ブックマークジャパン / 週刊少年サンデー（小学館） / comico（NHNcomico） / LINEマンガ（LINE Digital Frontier株式会社）　他

イラスト・マンガアニメ科
イラスト・マンガコース アニメーターコース

世界中で高い評価を受けている
日本のマンガ・アニメ・イラスト。
アナログとデジタル
両方の技法をマスターし、
業界デビューを目指そう！

イラスト・マンガコース ● イラストレーター
● マンガ家

● コミックイラストレーター
● キャラクターデザイナー

● マンガ原作者
● マンガ家アシスタント

● 絵本作家
● 似顔絵師

アニメーターコース ● アニメーター
● 演出

● 作画監督
● デジタルペインター

● キャラクターデザイナー
● イラストレーター

● 背景美術

〉〉〉 活躍する卒業生

現役マンガ家が専任教員 一人ひとりに丁寧に指導

授業を担当する専任教員は、実績のある
現役のマンガ家なので即戦力の技術が学べます。

学園祭のポスターイラストをはじめ、他学科の制作物への
イラスト提供など、実践的な制作を体験できます。

出来ないことがあるのは当たり前。道具の使い方や
技術面までイチから丁寧に指導するので安心してください。

他学科との作品制作コラボ

2年・男女

卒業
studio PLiiiP 入社

個人でも活動
フリーでは一枚絵を制作

会社では動画イラストを担当Step Up Process

阿部 百夕希さん 宮城県 石巻市立桜坂高等学校出身　
イラスト・マンガコース 2020年度卒業  ● 就職先  studio PLiiiP  　

在学中、漫画雑誌の担当が付く
卒業

50P前後の作品を年間3～4本制作
雑誌主催の漫画賞を受賞

現在、新作を制作中Step Up Process

〉〉〉 イラスト・マンガアニメ科の特長

〉〉〉 目指す職業

〉〉〉 就職・デビュー実績

「こう描こう！」とすぐ浮かぶのは、
学校でさまざまな作品に触れたから

若生 真也さん 宮城県 聖和学園高等学校（薬師堂キャンパス）出身　
イラスト・マンガコース 2014年度卒業  ● マンガ家

毎日続けることが大事。才能の有無は
関係ありません。私はそう信じています

これまでに、レペゼン地球「カゲロウ」のアニメMVなどを制作し、今

は漫画動画の「あるある研究部」「コミックスタジアム」などで、作画

を担当しています。一本の動画につき20～30枚のイラストが必要

なのですが、イラストが動画になって喋ったり効果音がついて、自分

の絵が「生きてる！」と思える瞬間が一番嬉しいです。漫画動画にす

るために送られてくる作品に目を通したとき、「あ、このシーン、こう

いう感じで描こう！」と反射的にイメージが湧くのは、デジタルアーツ

仙台での授業でさまざまな作品に触れたからこそ。個人でのお仕事

を頂くこともあるのですが、ラフ提出の心得や、自分のテイストだけ

にとらわれない新しいタッチでの塗りやソフトの使い方などにおい

ても、学校で学んだことを活かしています。

卒業後も漫画を描き続けています。プロの漫画家として誰からも認

められる存在になることが目標です。毎日欠かさず描くのはもちろ

ん、並行して絵の練習もしています。1日1枚でも、1年続ければ365

枚。それは必ず自信と力になります。

高校時代、漫画家をめざすと言ったら先生に笑われました。でも、デ

ジタルアーツ仙台の先生方は、そんな私の夢にいつも真剣に向き

合ってくださいました。自信を高める経験もたくさんできました。こ

れからもただ描き続けるのみです。

Before After
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他
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作品がないことには、出版社への投稿・持込、就職活動のためのポート
フォリオも作れません。
卒業後に目指す進路に向けてそれぞれ自主制作を行います。制作に詰
まったときは担当講師に気軽に相談することができます。

いわゆる透視図法の描写の仕方、綺麗な線を引くためのペンや定規の持
ち方を勉強します。
後半はデジタルでの作画や背景をメインとしたイラストの制作など幅広
い「背景」画法を学びます。

すべての基本！ キャラクターデザイン

実は意外と単純！ 背景制作実習

作品は自分を売り込む大事な商品！ 作品制作

人体の構造（骨格や筋肉）、服のデザインなどキャラクターを作るうえで必
要になる基礎から学びます。
仕様書に沿ったキャラクターをデザインするなど実践的なキャラクター
制作を行います。

作画技術
漫画の重要な設計図「ネーム」を制作します。描いた作品は
先生と相談しながらブラッシュアップを重ねていきます。行
き詰ったときにも相談しながら作ることができます。

作画実習
アニメ制作の基礎となる「動画」について学びます。「動く絵」
を描くためのトレース・中割り等の技術を習得。タイムシート
の読み方も、用語解説を交えて具体的に学んでいきます。

イラスト実習
テーマに沿ったイラストを制作します。一枚のイラストと
してラフから完成まで仕上げる技術と共にPhotoshopや
Illustratorのソフトの使い方も一緒に学ぶことができます。

デジタル
アニメ制作

自分たちで企画したアニメーションの制作を行います。絵コ
ンテレイアウト、撮影とアニメーションの制作過程を実際の
流れに沿って制作し学んでいきます。

共通カリキュラムで
業界理解、基礎技術、画力を底上げしていきます。1年次

コース選択制

〉〉〉 カリキュラム紹介 〉〉〉 ピックアップポイント

イラスト・マンガコース アニメーターコース
イラストからマンガまで、表現方法を限定しない、オリジナリティあふれる世界を自在
に描くクリエイターへ。

世界中から高い評価を得ている“ジャパニメーション”。プロのスキルを身につけ、キミ
も次代の表現者に。

2年次 分野別授業を行い、より専門的な技術を身につけ、
業界デビューを目指します。

アナログとデジタルの両方の技法をマスターし、業界デビューを目指します。
デビューに向けて苦手な分野もイチから丁寧に指導していきます。

似顔絵実習
人物の特徴を素早くとらえて描き上げる技術を身につけま
す。対面似顔絵の現場実習も行います。マンガ制作で重要
な、キャラクターの描き分けにも役立ちます。

ＣＧデッサン
Photoshopを使って厚塗りで作品を制作します。素材の質感や
光の表現など、リアルな描写を行います。リアルな描写を身に着け
ることで、普段のイラストにも格段にレベルアップしていきます。

作品制作
ポートフォリオ制作や雑誌に投稿するための自主制作を行う時間で
す。一人ひとりに合わせて、制作指導・サポートを行います。制作の悩
みはすぐに相談、ダイレクトに自分の作品に生かすことができます。

作品制作
企画からアニメーションとしての完成までトータルで作品制作を行
います。一人ひとり役割を決め、全員協力して作品を制作していくた
め、アニメーションの制作の流れをトータルで学ぶことができます。

キャラクター
デザイン

キャラクターをイラストやマンガで描く時の、目や鼻などの各パー
ツのデフォルメの手法や、喜怒哀楽のつけ方、また時代や場面設
定に応じた人物を中心にキャラクターの描き方を実習します。

パソコン実習
デジタル機器を使っての作品制作を行います。液晶タブレット
や、Photoshop、CLIP STUDIO PAINTなど、プロが実際に使
用しているソフトの使い方を習得します。

背景制作実習 透視図法を用いた基本的な背景の描き方から、デジタルツールを
使用した背景制作など、分野を問わず必要な技術を身につけます。

ストーリー
構成実習

マンガ・アニメづくりで重要な、「物語のつくり方」を学びます。
ストーリーの構成の仕方やシナリオ作成の基礎を学び、テーマ
に沿った作品作りを行います。

※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。
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■担当科目 ： 背景制作、キャラクターデザイン、
作品制作、デジタルコミック

三浦 和音 先生

「質より量」「締切厳守」！“技術があがってから作品を作る”
“完璧な作品を追い求める”よりも、今の最大限の力で作品
をたくさん描くことで技術力はどんどん養われます。その
上で締切を守るというプロとしての当たり前を指導します。

■担当科目 ： 模写・トレース、作画実習

伊藤 由起子 先生

基本があってこそ、個性は活きます。まずはしっかりと
基本から学びましょう。また、細かなこと、ちょっとした
事などなんでも質問や相談をしてください。もしかする
とその中にあなたの成長の鍵があるかもしれません。

〉〉〉 就職・デビュー決定までの道のり 〉〉〉 実践的な作品制作

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

内定後、
入社に向けての想い3 中学生のときに出会った、今でも一番好きなアニメ作品があるのですが、それがこの仕事を目

指したきっかけです。そのアニメを作った会社に入るという一つ目の壁をクリアしたので、次は
今までにいなかったような演出家になるという新たな目標に向けて、精進していきたいです。

業界をめざす
後輩へメッセージ4 絵を描くことが好きな人ほど、たくさんの技術を身につけられ、描く力も伸

びやすいと思います。だから、たくさん描きましょう！そして、夢に向かって頑
張ってください！

学校独自の「出張編集部」で
編集者の方から直接アドバイスを貰えて、
レベルアップしました。

中学生のとき出会った、一番好きな
アニメを作る会社に内定

学校選びで
重視したポイント1 小学生の頃から絵を描くことや、ストーリーを考えることが好きで、将来は

漫画家になりたいと考えていました。実際学校を選ぶ時に、学費減免の入学
サポート制度に惹かれデジアを選びました。

デジタルアーツ仙台
での授業について2 カリキュラム全てがプロのテクニックを学べるようになっています。デッサンで

基礎を。背景でパースを学び、模写で実際のプロの原稿をトレースすることで、
自分の作品のレベルアップにつながりました。

出張編集部への
参加3 デジア独自に大手出版社から現役の編集者を招いて「出張編集部」が多く

開催されます。実際に作品を見てもらえて、私も自分の強みだけでなく、今足り
ないことを知る機会になりとても勉強になりました。

業界をめざす
後輩へメッセージ4 漠然と漫画を描いてみたい。でも、やったことがないからといって諦めるのは

やめましょう。この学校なら基礎からしっかりと学べてデビューのチャンスも
たくさんあります。お互い夢に向かって頑張りましょう！

イラストレーション作品

アニメーション作品
2020年度 卒業生制作

❷絵コンテ ❸レイアウト

❹動画

❶企画＆設定

❶企画＆設定
❷絵コンテ
❸レイアウト
❹動画
完成

制作過程

金賞
受賞

第一回仙台
アニメフ

ェス

イラストコ
ンテスト

学校選びで
重視したポイント1 高校生対抗バンド合戦で、デジタルアーツ仙台の存在を知りました。パンフレッ

トを見たら、カリキュラムの内容や実際にアニメーションを作れることに強く惹
かれ、入学を決めました。

デジタルアーツ仙台
での学生生活2 実際にアニメーターとして活躍する先生から直接、現場を意識できる授業を受

けられました。また、絵のことで親身に相談にのってくれる友達と一緒に楽しく
絵を描ける毎日で、より良いアイデアを考えられました。

● 就職決定先
株式会社サンライズ  アニメーター（東京都勤務）

アニメーターコース  

今野 彩華さん 宮城県 明成高等学校（現：仙台大学附属明成高等学校）出身

在学中にマンガ雑誌担当付きに！

イラスト・マンガコース

成田 愛結奈さん 秋田県 能代高等学校出身

Webでも
Cheak!
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