
制作の中心はグループで行います。
それが企業からの評価や自己理解に役立ちます。

これまでのノウハウを活かし、カジュアルから高度な作品まで、
Unityを駆使しながら作品を進化させます。

短い期間を極限まで活かし能力を高めていきます。
無駄なく学習を進めることで実践力を養います。

ゲーム企画シナリオコース ● ゲームプランナー ● ゲームデザイナー ● ゲームシナリオライター ● ゲーム運営

ゲームプログラマコース ● IT企業のプログラマ● ゲームプログラマ ● IT企業のエンジニア
 

● ゲーム運営
 

● ゲームテスター
 

【ゲーム開発】 株式会社S-court / 株式会社トーセ / 合同会社オクト / 株式会社ピコラ / 株式会社シフォン / 株式会社ピーソフトハウス / 株式会社フォーネクスト　他
【IT関連】株式会社ヒューネット / 株式会社アクロビジョン / 北斗株式会社 / 株式会社portia / 株式会社マルタク / 株式会社ISTソフトウェア / アンドロボティクス株式
会社 / 株式会社シーテック　他

ゲームクリエイター科
ゲーム企画シナリオコース ゲームプログラマコース

ゲームを知り、技術を学ぶ！
ゲームを作り世界の人々に届けよう！

グループワークでみんな仲間
2年間で就職するための
カリキュラム24年間の伝統と最先端の融合

2年・男女

卒業
株式会社シフォンに入社

Webライターや運営プランナーの業務を経験
転職後、株式会社シンクアンドフィールに入社

リードプランナーに抜擢Step Up Process

下山 樹さん 宮城県 宮城県工業高等学校出身　
ゲーム企画シナリオコース 2015年度卒業  ● 就職先  株式会社シンクアンドフィール

Step Up Process

秋元 隆宏さん 福島県 安達高等学校出身　
ゲームプログラマコース 2018年度卒業  ● 就職先  株式会社ピコラ

〉〉〉 ゲームクリエイター科の特長

〉〉〉 目指す職業

〉〉〉 就職・デビュー実績

〉〉〉 活躍する卒業生

卒業
株式会社ピコラに就職

ゲーム開発に没頭
現在に至る

●制作作品

自分で作ったゲームを、
誰かに「面白い！」と言ってもらえる快感

「パンダと犬　いつでも犬かわいーぬ」

Android iOS

リードプランナーとしてプランナーチームをまとめつつ、タイトルの

ゲームデザインを担当しています。ゲームデザイン＝ゲームの面白

さを設計する仕事です。まず、どんなシステムやステージ、キャラク

ターを用意するかを決め、それからステージの内容や敵や味方キャ

ラクターの能力、ステータスをどのように設定するかも決めていきま

す。自分で作ったゲームを誰かに「面白い！」「楽しい！」と言ってもら

えるのが、僕の人生の中で至上の快感です。デジタルアーツ仙台で

は、サイコロとトランプを使ってオリジナルゲームを作るという課題

があり、そのときにゲームの本質はルールにあることを学びました。

その気づきを在学中に得られたことは、今でも大きなアドバンテー

ジになっています。

学生時代にチームでゲームを
作った経験が、今、役立っています

会社ではゲームエンジン「Unity」を使用して、スマートフォンアプリ

ゲームを作成しています。普段からゲームがより良くなるように考

えて仕事をしているのですが、頑張れば頑張るほどそれがそのまま

ゲームに反映され、どんどん良くなります。そうやって自分が作った

ゲームが世界に公開され、いろいろな人にプレイしてもらえて評価

されるのは、この仕事の魅力だと思います。ゲームは一人でも作れ

ますが、会社ではチームでのゲーム制作が基本です。だから、デジタル

アーツ仙台でチームでゲームを作る経験をたくさんできたことは、

とても役立っています。大変なことも多いですが、やりがいを感じ

る仕事です。ぜひゲームクリエイターを目指して頑張ってください！
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他

他他

ゲームのもとになるアイデアを考え、どういうゲームを創るかに結実させ
る授業です。商品としてのゲームを考えることが重要で、「ただ創りたい
ゲーム」を妄想することとは違います。お客様に遊んでいただくゲームとし
て、何が面白いか、遊んでもらえるか、そして制作にどういった形で利益を
生むか、課金や販売方法も考えます。簡単なお題を元に企画を考える
訓練で発想を鍛え、それをビジネス
化するまでを目指します。ここで考え
た企画は実際にゲームにすることも
ありますし、就職活動の提出作品と
して「オリジナルゲームの企画書」と
して利用します。

今、多くの現場で利用されているゲーム開発用ソフトウエア「Unity」を用
いてゲーム制作する技術を学習します。この授業で培った技術をアジャイ
ル開発などで活かします。1年次は基本知識を習得し、2年次は実用的な
機能をゲームを制作しながら学習します。

コースを超えたグループを結成しゲームを制作します。それを毎週見直
して完成を目指す、その授業が「アジャイル開発」です。ゲーム業界では
グループで制作する経験が重要視され、それを得るとともに、就職の際
に必要な「オリジナ
ルゲーム作品」とし
て利用し、更にコン
テスト応募や実際
にビジネスベース
で公開も目指しま
す。本学科の主体の
授業です。

グループワークで知識を身につける！ アジャイル開発

オリジナル企画をつくる！ ゲームプランニング

本校独自のノウハウで学ぶ！ Unityゲーム制作

〉〉〉 ピックアップポイント〉〉〉 カリキュラム・コース紹介

Unityゲーム制作 ゲームエンジンUnityを用いて基礎的なゲームから市販ゲー
ムに用いる技術まで学びます。

ゲーム企画シナリオコース ゲームプログラマコース
完成させるまでがゲームデザインの仕事。基礎を学んで技術に裏づけされたアイデア
を実践。さらにUnityを使って自分のアイデアをグループ制作でゲームにします。

C++をベースにハードウェアの仕組みを学びながら、新しいデバイスまで現代のプロ
グラマに求められるスキルを追求します。さらにUnityを使ってグループでゲームを制
作し、実践します。

ゲームクリエイター科全体で学習するカリキュラム

各コースで、より専門的で実践的なカリキュラム

業界で求められる基礎と最先端の技術を凝縮したカリキュラムです。
グループでオリジナルゲームの制作を目指します。

業界研究 ゲームの開発から利益を得るまでの構造や海外を含めた
マーケットについて学びます。

ゲームのアイデア出しからゲームメカニクスの設定、レベルデ
ザインの方法などの設計まで、実践しながら学びます。

ゲームグラフィック・
3DCG

UIやキャラクターに用いるグラフィックスデータの制作や加
工を学びます。

コンピュータ
リテラシー

ゲーム制作に必要なコンピュータの仕組みを基礎から学習
します。

シナリオ制作 映像シナリオを軸に、世界観や登場人物の設定からシナリオ
執筆まで実践します。 数学

2進数と論理演算、三角関数、ベクトルの内積と外積、行列を
学びます。数学Ⅲ程度の内容になりますので、高校生は予習
してもらうと良いです。

基礎を踏まえた上でゲームをきちんと仕上げて破綻の無い
企画書を制作します。 C++・C# Unityで用いるC#、およびゲームエンジン以外の用途にも

実用的なC++を学びます。

TRPG テーブルトークRPGを実践し、そのリプレイをゲーム作りに
活かします。

ネットワーク
ゲーム制作

Unityを用いてオンラインプレイするゲーム制作の手法を学
び、オリジナルゲームを制作します。

ADVG製作 シナリオ制作、TRPGシナリオ形式で進むゲームの制作を実
践します。 3Dプログラミング ゲームエンジンを用いず、C++とDirectX12でゲームの仕組

みを実践しながら学びます。

※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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制作作品
「おにぎりGuys」

RhythmLaser

Stelth

JusTRigHt

■担当科目 ： Unityゲーム制作、C++、3Dプログラミング

〉〉〉 就職決定までの道のり

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

志村 淳 先生

色々な学生が居ますが、「とにかく手を動かして作り
続ける」ことが何よりも学習になります。高校までの
学習は全て無駄にならないので、しっかり学習してく
ださい。専門学校に入学したら「全然別の科目」では
なく、さらに上級の学びとなります。

本校は２年間という短い期間で、様々なことを学び
ます。自分の好きなことを学び、その世界で活躍する
という目標をしっかり持って、主体的に動けるように
しましょう。皆さんにお会いできることを楽しみにし
ています。

■担当科目 ： TRPG、アドベンチャーゲーム制作

中野 智文 先生

迫ってくるキューブをスワイプで切断！とにかく切って切って切りまく
る！切った分だけスコアアップ！音楽に合わせて飛んでくる箱を音楽に
合わせて斬っていく爽快なゲームです。

〉〉〉 実践的な作品制作

作品の情報はこちらでも公開し随時更新しています。
https://www.sugawara.ac.jp/digital/ゲーム作品集/

ダウンロードはこちらから
RhythmLaserの

ダウンロードはこちらから

オンライン対戦で「鬼ごっこ」！4人で遊
ぶオンラインPCゲームです。「鬼ごっ
こ」と「異能力」を融合させたステルス
系アクションゲーム。ハラハラ、ドキド
キがたっぷり楽しめます！

瓶を傾けて取り出すほのぼのゲームです。回す！傾ける！転がす！難しく
考える必要はありません。あなたが感じた通りに、何も考えず、瞑想す
るようにオブジェクトを動かしましょう。

ダウンロードはこちらから
JusTRigHtの

● 就職決定先

株式会社NIXE プログラマ （仙台市勤務）

コンテストへの出品を重ね、
全国の専門学校生と競い交流する事で
自分のチカラを磨きました。

1

2

3

4

ゲームプログラマコース

小関 一輝さん 宮城県 名取高等学校出身

学校選びで
重視したポイント

一番重要視したのは現役のプロから少人数指導で学べるということ。次に学生
時代に作る作品が実際に職業としてやっていけるようなゲームエンジンをつ
かって学べ、必要なスキルがしっかり身につくのかということを重視しました。

授業後の空いた時間には積極的に先生に質問をしたほうがいいと思います、私は
Unityで制作したゲームをAndroidへ対応させるAPK出力や、Webでゲームがで
きるようにするWebGLなどを知ることができ幅広い知識を得ることができました。

実際のゲーム制作現場のようにグループでゲーム開発をする事で、しっかり予定
をたてた進行ができます。一つのジャンルではなくクオリティの高い数多くの
ゲーム作品を制作することができ、就職活動時のポートフォリオが充実しました。

今後は、株式会社NIXEでプログラマとして働き、まだ知らない言語を覚えるとととも
に、今まで習ってきたものを生かして皆さんの知りえるような有名なゲームを制作して
いければと思っています。皆さんも臆することなく質問し、積極的に学んでください。

学生時代に身に
つけて良かったこと

今後の夢や
チャレンジしたいことは？

デジタルアーツ仙台
の授業について
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