
デザインの作成やデータの加工、塩ビ系のプリンターでの出力な

どを担当しています。日々、ミスの無いように心がけ、先輩に教え

て頂いたことは忘れないようにメモすることにしています。自分

がデザインしたり、印刷したりしたものが街中で貼られているの

を見かけると、やりがいを感じます。デジタルアーツ仙台では、

Adobe Illustratorなどのデザインソフトの使い方やPC操作、デザ

インの知識など、仕事をする上で実際に役に立つことを学びました。

デザイン業界は、追求しがいのある面白い分野だと思います。まず

はデザインを楽しみながら、学んでみましょう。　

デザイン科
Webデザイナーコース グラフィックデザインコース

業界のニーズに応えるべく
マーケティングやブランディングを学び
企画力を高め職業人デザイナーを目指そう！
 

映像デザインコース

Webデザイナーコース ● Webデザイナー ● Webプログラマ ● Webマーケター ● Webディレクター

● グラフィックデザイナー ● パッケージデザイナー ● DTPオペレーター ● エディトリアルデザイナー

映像デザインコース

グラフィックデザインコース

● 映像クリエイター ● 映像カメラマン ● 映像ディレクター ● ブライダル撮影スタッフ

〉〉〉 活躍する卒業生

【Web関連会社】株式会社ファンダフル / マーカーネット株式会社 / TRIMTAB WORKS / 株式会社アイリスプラザ / 株式会社メンバーズ　他
【デザイン会社・印刷会社】株式会社BWORKS / 株式会社東北プリント / 株式会社国井印刷 / 宝印刷株式会社 / アイ・プロジェクト　他
【映像制作会社】株式会社アベック / 株式会社セヴンス
【その他】株式会社AZOTH / 株式会社和とわ　他

作品は授業内で終了させるのではなく、実際に使ってもらうことで
責任感・達成感を感じることができます。多数の企業コラボやコンペ入賞で
作品を作ることの楽しさを学ぶことができます。 

デザインのどの分野があっているかわからないといった
不安を解消することができ、
専門分野についても追求することができます。

商品の情報や魅力をどのように発信していくのかを考え、
企画力を身につけていきます。

1年次前期でデザインの基礎を知り、
1年次後期でコースを選択

制作した作品を実際に活用する
教育プログラム

マーケティングやブランディングを学び、
企画力のあるデザイナーを育成

2年・男女

Step Up Process

猪狩 萌依さん 福島県 いわき総合高等学校出身　
グラフィックデザインコース  2019年度卒業  ● 就職先  株式会社アベック

Step Up Process

山口 賢人さん 宮城県 星嵯国際高等学校 仙台学習センター出身　
編集デザインコース  2019年度卒業  ● 就職先  TCIC JAPAN株式会社

〉〉〉 デザイン科の特長

〉〉〉 目指す職業

〉〉〉 就職・デビュー実績

卒業
株式会社アベック 入社

自社運営の販売サービスを中心に業務
オリジナル製品のプロモーション、SNSの更新などを担当

卒業
TCIC JAPAN株式会社 入社

試用期間を経て、正社員として活動
データの加工、デザイン作成などを担当

現在は、自社で運営する撮影備品の販売サービス「preproom」で、

オリジナル製品のプロモーションやSNSの更新などを担当していま

す。この仕事は、新しいものの制作過程に関われることが魅力です。

携わった作品や商品が世に出て、それに対するリアクションを頂け

たときに、とてもやりがいを感じます。デザインと言ってもさまざまな

分野がありますが、デジタルアーツ仙台で幅広く学び、基礎を身につ

けたことで、どんな仕事にも入りやすくなったと強く感じました。専

攻していたグラフィックデザインの知識を実際に活用できることも

多く、学生のうちにプレゼンなどで伝える力も育めて良かったと思い

ます。

幅広く学び、身につけた基礎力で、
どんな仕事にも入りやすい

自分のデザインを街中で
見かけて感じる、やりがい

11 22 33
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他

他他他

Webデザイナーコース 映像デザインコース

前期でPremirePro（プレミア
プロ）、後期でAf te r E f fec t s
（アフターエフェクツ）という動画
制作のプロが使用するアプリケー
ションを習得します。スマホや一
眼レフカメラで撮影した動画を
PremireProでカット編集し、
AfterEffectsで装飾するイメージ
です。日常の動画を編集するVlog
（Video blog）等も編集・制作で
きるスキルを身に付けていきます。

グラフィックデザインコース

Web制作の全般的な知識を習得して
いく授業です。Webサイト全体の構築
をするコーディングはもちろん、学生自
身でデザインカンプを制作しイチか
Webサイトを作り上げていきます。ほ
とんどのWebページは文字要素を構
築するHTML、その文字要素にデザイ
ンをしていくために必要なCSS、この2
つの言語で構築されています。Webサ
イトの企画からデザインで多彩なスキ
ルを身に付けていきます。

広告媒体の基礎知識を学ぶ授業です。デザインを制作するうえで身に付
けておくべきルールをはじめ、読み手をイメージしながら「誰に何を伝え
たいのか」「どの表現方法が適切なのか」を学び、グループワークを交えな
がら学生自身でデザインを制作していきます。さまざまな課題に対し制
作コンセプト、ターゲットを明確に定め、ポスターやロゴマークなど、主に
印刷物の制作を行っていきます。

ウェブサイトの仕組みを知る！ ホームページ制作

デザインのルールと技術を身につける！   ベーシックデザイン

撮影法と編集技術を習得！ 映像制作基礎

作品制作実習

1年次 共通カリキュラムで業界理解、基礎技術、
底上げしていきます。　

広告コピー グラフィックデザイン
実践 作品制作実習 デジタル

マーケティング 映像制作実践

Web
プランニング

Web
制作応用 POP制作 CI計画論 撮影技法 取材実習

検索エンジンやWebサイ
ト、SNS、メール、モバイル
アプリなど、あらゆるデジタ
ルテクノロジーを活用した
マーケティングを学びます。

映像の構成から撮影、
編集まで、映像制作を
行う上で必要なスキル
を身につけていきます。

サイト構築をプランニン
グから学び、実際のサイ
ト制作までを一連の流
れで習得していきます。

１年次に身に着けた技
術を元に、より高度な技
術を使いながらWeb
ページの作成を目指し
ます。

店内に飾るPOP広告を専用
のペンを使いながら制作し
ます。お客様の目に留まり、よ
り商品が魅力的に見えるよう
技術を身につけていきます。

広告媒体に関して、用語
をはじめとする基礎知
識と、広告制作に関する
考え方やマナー、ルール
などを学びます。

様々なデザインコンテ
ストに応募し、実際に世
に出すことができるデ
ザイン制作を行ってい
きます。

コピーをつくることを
通して、コミュニケー
ション力、発想力、表現
力の育成、向上を目指
します。

多くのグラフィックデザ
インを学び制作するこ
とで、どのような要望に
も対応できるデザイ
ナーを目指します。

monacaなどのサービ
スを利用しながら、ス
マートフォンアプリの作
成を行います。

照明や音声についての
知識を深め、より美しい
映像が撮影できるよう
に機材面・撮影条件な
どについて学びます。

取材企画から取材活動の基礎、実
践、製品に仕上げるまでの一連の流
れを、座学にて指導。実習にて体験す
ることで、即戦力となる底力の習得
を目指し、就職活動へとつなげます。

グラフィックデザインの幅広い知識と技法を身につけ、
人をひきつけるデザイナーを目指します。

HP作成の初歩から、Webサイト全体の企画・デザイン
まで多彩なスキルを養成します。

映像だからできる表現を使用し、クライアントが求め
る映像広告を作ることを目標にしています。

2年次 分野別授業を行い、より専門的な技術を身につけ、
デザイン業界への就職を目指します。

〉〉〉 カリキュラム紹介 〉〉〉 ピックアップポイント
デザインを制作するだけではなく、どのように情報を発信していくのかを考えるための
"企画力"も身につけていきます。実践的なカリキュラムで業界就職を目指します。

ベーシックデザイン
広告媒体の基礎知識を学びます。さまざまな課題に対し制作コ
ンセプト・ターゲットを明確に定め、ポスターなど印刷物の制作
を行っていきます。

写真基礎 写真に関する知識を養い、理解を深めます。デザインを制作する
上で重要になる、撮影技法を習得します。

デザインソフト実習 印刷物やWebサイトを制作するために必要なソフトウェア
Adobe Illustrator、PhotoShopの操作方法を習得します。 映像基礎 Adobe PremierePro、AfterEffectsなどの動画編集アプリケー

ションを習得します。

1年次"後期から"
コース選択制

※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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● 就職決定先
株式会社アイリスプラザ  Webデザイナー（仙台市勤務）

● 就職決定先
葵工業株式会社  管理開発課（仙台市勤務）

Webデザイナーコース

富樫 朔弥さん 山形県 酒田光陵高等学校出身

グラフィックデザインコース

武田 悠生さん 山形県 山形学院高等学校出身

■担当科目 ： 映像制作基礎、映像制作実習

梶田 博之 先生

基礎的な技術や知識をしっかり身につけて、自分が
表現したいことを映像として描けるようにサポートし
ていきます。動画の制作分野においての需要は年々
高まっています。「好きなこと」を仕事にする、そんな
未来を目指しましょう。

2年間はあっという間。作品制作に使える時間は限
られています。限られた時間のなか計画を立て、そ
れを実行し続けていけるのがプロ。有意義な学生
生活を送るためにも、しっかりと計画を立てて、情
熱をもって臨んでください。

■担当科目 ： ホームページ制作、Web活用実践 他

赤間 公太郎 先生

1

2

3

4

〉〉〉 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

学校選びで
重視したポイント1 第一は、どんなことを学べるかが大事ですが、オープンキャンパスへ行ったとき

に受けた印象も重視しました。説明がわかりやすく、体験中もわからないとこ
ろを教えてくれて、親しみやすい雰囲気がいいと思いました。

デジタルアーツ仙台
での学生生活2 基本から学べる授業でスキルアップし、成長できました。先生に気軽に相談し

たり、個別に丁寧なアドバイスをもらえるような充実した環境です。就職活動中
も自分に合った企業を探してくれるなど、手厚いサポートがあり、安心でした。

学生時代に身に
つけて良かったこと3 デザイン科に入ってから、興味の幅が広がりました。デザインは誰にでもできる

ことではないので、その勉強がしっかりできたのは良かったです。もしデザイ
ナーにならなくても、学んだ知識は必ず活かすことができると思います。

業界をめざす
後輩へメッセージ4 進路が決まらず悩む人や、デザインに興味があるけど検討している人など、さまざま

だと思います。でも、少しでも気になったら説明会に参加してみてください。それが自
分の道を見つける方法の一つだと思います。ぜひ自分を信じて、挑戦してください。

自分に合った
企業を探してくれるなど、
一人ひとりに手厚いサポート

勉強すれば、
デザイン力は身につけられる

学校選びで
重視したポイント

中学三年の後半から Webデザイナーをめざすことを考えていました。デジタル
アーツ仙台は、設備が充実しているのがいいと思い、入学を決めました。

デジタルアーツ仙台
での学生生活

入学するまで、「デザイン」とは、イラストの描ける人やセンスのある人ができる
ものだと思っていました。でも、勉強すればデザイン力は身につくという話を授
業で先生から聞いて、「デザイン」のイメージがガラッと変わりました。

内定後、
入社に向けての想い

自分はWebのコーディングばかりでイラストは描けなかったのですが、一年生でデザイン科
の全コースの基礎を学べる機会があり、ある程度はイラストが描けるようになりました。ま
た、デザイン全般の知識を学べたことは、就職活動でのアピールポイントにもなりました。

業界をめざす
後輩へメッセージ

Webデザイナーをめざすなら、Photoshopを使えるようにしておいたほう
が良いです。仕事でサムネイルなどを作る際は、Photoshopを使うことが
多いので、学生のうちから身につけておくと現場で役立つと思います。

Webデザイン

映像デザイン

グラフィックデザイン

第20回デザイングランプリ
TOHOKU 入選
阿部 楓太 さん

グラフィックデザインコース

第21回 みちのくYOSAKOIまつり
「学生デザインTシャツコンテスト」最優秀賞

猪狩 萌依 さん
グラフィックデザインコース

「仙台朝市感謝祭」
告知ポスターデザイン
乙崎 恵梨 さん

グラフィックデザインコース

ミュージックアーティスト科
コンピレーションアルバム

「Savacan」CDジャケットデザイン
佐藤 梓 さん

グラフィックデザインコース

八木山動物公園 フジサキの杜 様 
スタッフTシャツデザイン
板坂 莉琴 さん

グラフィックデザインコース

第7回ジャグラ年賀状
デザインコンテスト 応募作品

五十嵐 爽 さん
グラフィックデザインコース

インタビュー動画制作 山口 明莉さん MV制作 伊藤 一瑠さん PR動画制作 野口 夢花さん

第21回 みちのくYOSAKOIまつり
「学生デザインTシャツコンテスト」最優秀賞
猪狩 萌依 さん
グラフィックデザインコース

ポートフォリオサイト
安藤 海斗 さん
Webデザイナーコース

Webでも
Cheak!
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