
学科名（修業年限） 学科名（修業年限）

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番号

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番号

キャリアデザイン(1) 60 〇 CA1-01 キャリアデザイン(1) 60 〇 CA1-01
業界研究 60 〇 CA1-02 業界研究 60 〇 CA1-02
イラスト実習(1) 60 〇 CA1-03 デッサン 180 〇 CA1-04
デッサン 180 〇 CA1-04 背景制作実習 120 〇 CA1-05
背景制作実習 120 〇 CA1-05 ストーリー構成実習 120 〇 CA1-06
ストーリー構成実習 120 〇 CA1-06 作品研究 120 〇 CA1-07
作品研究 120 〇 CA1-07 作品制作実習(1)アニメーター 60 〇 CA1-09
作品制作実習(1)イラストマンガ 120 〇 CA1-08 キャラクターデザイン 60 〇 CA1-10
キャラクターデザイン 60 〇 CA1-10 模写・トレース 60 〇 CA1-13
作画技術（基礎） 60 〇 CA1-11 作画実習（１） 120 〇 CA1-14
似顔絵制作(1) 30 〇 CA1-12 同人誌制作実習(1) 60 〇 CA1-15
同人誌制作実習(1) 60 〇 CA1-15 色彩演習 60 〇 CA1-16
色彩演習 60 〇 CA1-16 合計時間数 1080

合計時間数 1110

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番号

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番号

キャリアデザイン(2) 60 〇 CA2-17 キャリアデザイン(2) 60 〇 CA2-17
ＣＧデッサン 180 〇 CA2-18 ＣＧデッサン 180 〇 CA2-18
デジタルコミック制作 120 〇 CA2-19 作品制作実習(2)アニメーター 240 〇 CA2-23
イラスト実習(2) 120 〇 CA2-20 同人誌制作実習(2) 30 〇 CA2-25
似顔絵制作(2) 120 〇 CA2-21 デジタルアニメ制作 120 ○ CA2-26
作品制作実習(2)イラストマンガ 180 〇 CA2-22 作画実習(2) 240 〇 CA2-27
作画技術（応用） 240 〇 CA2-24 合計時間数 870

同人誌制作実習(2) 30 〇 CA2-25
合計時間数 1050

総合計時間数（２年間） 2160 総合計時間数（２年間） 1950

２年次 ２年次

実務経験のある教員等による授業科目一覧

イ ラ ス ト ・ マ ン ガ ア ニ メ 科 （ ２ 年 ）
イ ラ ス ト マ ン ガ コ ー ス

イ ラ ス ト ・ マ ン ガ ア ニ メ 科 （ ２ 年 ）
ア ニ メ ー タ ー コ ー ス

１年次 １年次



単位数

4

時間数

60

時数
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8
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CA1-01

キャリアデザインⅠ総括 進級後に始まる実際の就職活動について

後期末試験

検定対策① 過去問題を解答

検定対策② 過去問題を解答

検定対策③ 過去問題を解答

検定対策④ 過去問題を解答

履歴書の書き方と、求人票の読み方 履歴書・ESについて・求人票から読み取れる情報を理解

自己分析と自己PR 自己分析を通じ、強み弱みを知る事からPRを考える

6章　来客応対と訪問の基本マナー 来客への応対の仕方と流れ・面談方法

6章　来客応対と訪問の基本マナー 名刺交換と訪問マナー

面接対策 所作・頻出質問項目などを知る

ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定ジョブパス用語の基本 各種用語理解

1章　仕事への取り組み方 スケジュール管理と情報

1章　仕事への取り組み方 PCスキルの基本・eメールについて

2章　ビジネス文書の基本 ビジネス文書の種類と決まり

前期末試験

6章　会社を取り巻く環境と経済の基本 近代の日本経済と世界とのかかわり・これからの人材について

5章　情報収集とメディアの活用 情報の取捨選択・ネットリテラシー・新聞について

7章　会社関係での付き合い 会食と会食中のマナー・冠婚葬祭について

【第2編】　1章　仕事への取り組み方 計画の重要性・マニュアルと業務

4章　統計データの読み方・まとめ方 数字とグラフ・情報の読み取り方

2章　ビジネス文書の基本 ビジネス文書の作成

3章　電話応対 電話応対の重要性と取次のマナー

実務経験 流通業での加工・販売及び会社経営

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

【第1編】1章　キャリアと仕事へのアプローチ 働く意義や会社の基本ルールを理解

2章　仕事の基本となる８つの意識 顧客・品質・納期・時間・目標・協調・改善・コスト意識

3章　コミュニケーションとビジネスマナーの基本 コミュニケーションとは・ビジネスマナーとの関係

3章　コミュニケーションとビジネスマナーの基本 身だしなみとあいさつ

授業科目名 キャリアデザイン（1）

担当者名 飛田　英男

授業方法

教科書

文部科学省後援
学科 学年 学期 科目種別

ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定ジョブパス

・3級公式テキスト
イラストマンガアニメ科 1 通年

学習到達
目標

・自身のキャリア形成の中で役立つ知識を習得する。
・社会人として必要と言われるマナーやルールを理解する。
・コミュニケーション能力を修得し他者との円滑な関係を構築する。
・自己分析を通じ、自己の柱を認識し、社会人として環境の変化に対する対応力を高める。

評価方法 定期試験（50％）、演習（25％）、平常点（25％）

・3級公式試験問題集

授業概要
社会人としての基本的な考え方を身に着けると共に、社会人に広く求められるマナー等の知識を身に着け、実
践できる事を目指し、社会人としてふさわしい人物像へと成長する事を目的とします。

必須 講義

3章　コミュニケーションとビジネスマナーの基本　4章　指示の受け方・報連相 仕事中の態度・出退勤と休暇取得・指示の受け方

5章　話し方と聞き方のポイント 話し方と言葉遣い

5章　話し方と聞き方のポイント 敬語の必要性・尊敬語、謙譲語



単位数

4

時間数

60

時数

17

18

21

22

20

イラスト分野別研究（出版業）

イラスト分野別研究（エンタメ・WEB系）

イラスト分野別研究（ゲーム系）

課題提出、出席率

卒業後の進路に向け目標設定を行う

流行の作品を知る・分析する

ポートフォリオ制作１

ポートフォリオ制作２

ポートフォリオ制作３

ポートフォリオ制作４

ポートフォリオ制作５

ポートフォリオ制作６

ポートフォリオ制作７

ポートフォリオ制作８

ポートフォリオ制作９

ポートフォリオ制作１０

過去から現在までの作品の傾向や
ヒット作品等を学び今求められている
作品がどんなものかを探る

前回までの内容を生かし
実際に作品の企画を考える

業界がどのように発展し評価されるよう
に
なったのかを理解する

アニメ作品の企画を考える

幅広い仕事内容について理解をする

分野別に求められる技術等を理解する

就職に向けてポートフォリオ制作を開始
都度ごとに面談を行い仕上げていく

16

通年 必修 講義

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

1

15

目標設定

好きな作品と流行作品

映像「アニメ映画監督」視聴

漫画業界の成り立ち1

漫画業界の成り立ち2

漫画業界の成り立ち3

企画制作Ⅰ-１

企画制作Ⅰ-２

企画制作Ⅰ-３

アニメ業界の成り立ち1

アニメ業界の成り立ち2

授業概要
映像作品等から業界の現状を把握する。どんな作品が求められていて、自分はどんなアピールをすることが
出来るのかを考え、作品を制作する。

学習到達
目標

自分なりの市場調査の方法を見つけ、ピンポイントでアピールする作品制作が出来るようになる。

評価方法

イラストレーターの仕事１

イラストレーターの仕事２

19

アニメ業界の成り立ち3

企画制作Ⅱ-1

企画制作Ⅱ-2

企画制作Ⅱ-3

授業科目名 業界研究

担当者名 三浦　和音

実務経験
漫画家アシスタント・漫画連載
キャラクターデザイン等経験あり

26

授業方法

イラスト・マンガアニメ科

教科書

●考え方で絵は変わる！
学科 学年 学期

アニメの制作過程を理解する

CA1-02

科目種別

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

7

8

9

2

3

4

5

6



単位数

2

時間数

60

時数

19 「雑誌表紙デザイン」制作１（ILLSTRATOR） 基礎的なデザインを習得する。

16 「オリジナルイラスト」制作1-１（photoshop)
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。

17 「オリジナルイラスト」制作1-2（photoshop)
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。

18 「オリジナルイラスト」制作1-3（photoshop)
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。

13 「光と影」イラスト制作（photoshop)
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。

14 「PHOTOSHOP」及び「ILLSTRATOR」での作品制作。 前期の授業の復習。簡単な小テスト

15 「PHOTOSHOP」及び「ILLSTRATOR」での作品制作。前期の授業の復習。 前期の授業の復習。簡単な小テスト

10 「マトリョーシカ」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

11 「マトリョーシカ」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

12 「光と影」イラスト制作（photoshop)
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。

7 「オリジナルイラスト」制作3（photoshop) ブラシの使い方、影の塗り方、他。

8 「アバター」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

9 「アバター」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

4 「ILLSTRATOR」の基本操作の確認練習4 パスの練習‐パスの扱いの習得

5 「オリジナルイラスト」制作1（photoshop)
線画の取り込み、線画の補正、
スキャンの使い方、下地の塗り方、等。

6 「オリジナルイラスト」制作2（photoshop) 線画に着色制作

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 「PHOTOSHOP」の基本操作の確認練習1 コラージュ制作1‐各機能を把握

2 「ILLSTRATOR」の基本操作の確認練習2 パスの練習‐パスの扱いの習得

3 「ILLSTRATOR」の基本操作の確認練習3 パスの練習‐パスの扱いの習得

学習到達
目標

毎回用意したテキストをもとに基本操作を学ばせる。その都度、ソフトの操作、作品の添削、疑問点などを指導。

評価方法 出席率、課題提出

授業概要 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、イラストレーターの基本操作の習得。およびそれらのソフトを使っての作品制作。

必修
講義
実習

実務経験 フリーのイラストレーター、デザイナーとして現役です。

授業科目名 イラスト実習（１）
担当者名 本郷正広

授業方法

教科書

学科 学年 学期 科目種別
独自教材他

イラスト・マンガアニメ 1 通年

おさらい・まとめ（ILLSTRATOR）

おさらい・まとめ（photoshop)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

「オリジナル」イラスト制作（photoshop)　

「オリジナル」イラスト制作（photoshop)　

「オリジナル」イラスト制作（photoshop)　

「オリジナル」イラスト制作（photoshop)　

おさらい・まとめ（ILLSTRATOR）

「雑誌表紙デザイン」制作２（ILLSTRATOR）

「雑誌表紙デザイン」制作３（ILLSTRATOR）

「ロゴデザイン」制作１（ILLSTRATOR）

「ロゴデザイン」制作２（ILLSTRATOR）

CA1-03

１年間のまとめとして作品制作に取り組む。

作りたいイメージを効率よく時間内に形にする。

作りたいイメージを効率よく時間内に形にする。

作りたいイメージを効率よく時間内に形にする。

１年間のまとめとして作品制作に取り組む。

１年間のまとめとして作品制作に取り組む。

基礎的なデザインを習得する。

基礎的なデザインを習得する。

基礎的なデザインを習得する。

基礎的なデザインを習得する。

作りたいイメージを効率よく時間内に形にする。



単位数

6

時間数

180

時数

CA1-04

ヒロイン(女性)のキャラクター全身を描写する２ セミリアルなゲームやアニメのヒロインをアクションポーズを付けて描写。

教科書を参考に女性のフォルムを理解して描写する。

女性のヌードをデッサンする２ 教科書を参考に女性の動きのあるポーズを描写する。

ヒロイン(女性)のキャラクター顔を描写する１ セミリアルなゲームやアニメのヒロインを参考に模写。

30

メカを描く。その２　（戦艦、バイク、車、等） 直線と曲線、そして面を意識して、より陰影をつけてリアルに描写。

実在する武器ウェポンを描く。その１（日本刀、西洋ソード系、メイス、アックス等 デザインと装飾に注視して、その形状を模写し、陰影でリアルに描く。

実在する武器ウェポンを描く。その２（ピストル、マシンガン、ライフル等） 機能と形状を理解し、全体のバランスを取って光沢感や立体感を描写。

昔の服装(日本の着物、サムライ、忍者・・・等) 日本の着物の形状や時代ごとの違いを学習しながら描写する。

昔の服装(海外のオールドファッション)を描き分ける。 ロココ、ヴィクトリア調、ウェスタンなど、昔のファッションを学習しながら描写する。

スーツ各種を描き分ける。　（スーツ系、現代服・・・等） ファッション画像を見ながら模写をして、スーツ各種のディテールを描写。

オーバーウェアを描く。　（コート類、ジャンパー等のジャケット類） オーバーウェアの質感や光沢を陰影をつけてリアルに表現。

女性のヌードをデッサンする１

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

実務経験 雑誌、新聞、ポスター広告、パッケージイラストの担当経験あり

授業科目名 デッサン
担当者名 関東　武久

授業方法

教科書

スーパー・ポーズブック ヌード編
学科 学年 学期 科目種別

メール・ヌード・コレクション

人体を描きたい人のための美術解剖学
イラスト・マンガアニメ 1 通年

学習到達
目標

マンガやアニメの人物の骨格や筋肉の理解と描写。　男性と女性の顔、体のプロポーションの違い。　衣服を着た状態の人体の質感や形状。
動物、植物等のモチーフの描写、形状の理解。人間以外のメカのデザイン、形状の描写。

評価方法 出席・授業態度・課題取組・描写工程・完成度の結果を総合評価

授業概要 描写に必要な基礎としてのリアルなデッサン、クロッキー、模写を行う。

必修 講義・実習

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 クロッキー　(時間内に紙面にバランスよく描く) １０分間で全身を全体的にバランスよく紙面に入るように描く。

2 クロッキー　(時間内に頭身を考慮して描く) １０分間でモデルの頭身バランスを数えてきちんと描く。

3 クロッキー　(時間内に服のディテールを描く) １０分間で、モデルの衣服のシワやディテールをしっかりと描く。

4 西洋甲冑を描く(ヨロイ・武器・防具等) 西洋甲冑の構造を理解して、フォルムのバランスを考えて描く。

5 日本甲冑を描く(ヨロイ・武器・防具等) 日本甲冑の構造を理解して、フォルムのバランスを考えて描く。

6 ファンタジーコスチュームを描き分ける。(ヨロイ以外のモチーフ) 様々な種類の衣服バリエーションに興味を持ち描写する。

7 筋肉を描く　(アクション映画、ゲームや格闘家の映像、関連アニメ作品を研究) 映画やアニメ媒体での筋肉表現の研究。そして描けることへの必要性を理解する。

8 筋肉を描く　(筋肉の位置や機能を踏まえた上で写真を模写) 筋肉の形状や役割の意識。カッコいい筋肉として描写する。

9 アメコミのキャラクターを描く(筋肉の単純化、立ち姿の描写) 筋肉の単純化、立ち姿の魅せ方を学ぶ

10 アメコミのキャラクターを描く(アクションポーズ、キャラの形状描写) アクションポーズのバリエーションと形状による見え方の違いを知る。

11 ハッチングによるマンガらしい陰影のつけ方 マンガ的な顔や体の陰影表現、クロスハッチング。

12 男性、女性の顔をリアルに描き分ける。 男性と女性の骨格の違いやニュアンスの違いを理解して写実的に描き分ける。

13 植物、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類を描く。 動物全般のそれぞれの形状、質感を正しく描写する。

14 恐竜やドラゴン、想像上の生物を描く。 実在しない生物を存在しているように描くための考察を行いながら描写。

15 特撮ヒーローそれぞれのフォルムの描写。 歴代ヒーローそれぞれのデザインやモチーフを理解して描写する。

19 メカを描く。その１　（ロボット、戦闘機、タンク等） 直線と曲線の組み合わせで立体的に、生物とは違う形状をしっかりと描写。

16 特撮ヒーローの決めポーズを描写する。 歴代ヒーローのポージングを研究しながら躍動的に描写する。

17 ゲームに登場する複雑なディテールのキャラを描写する。 オリジナルデザイン、オマージュを考察しながら模写する。

18 海外のホラーキャラ、海外モンスターを描き分ける。 ディテールのセンスやデザインを分析しながら模写する。



単位数

4

時間数

120

時数

教科書

超入門　マンガと図解でわかる！ 学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 背景制作実習

担当者名 三浦　和音

実務経験
マンガ雑誌への掲載

似顔絵イベント等への参加

授業方法
パース教室

イラスト・マンガアニメ 1 通年 必修 実習

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 導入（パースについて解説・立方体を用いて作図・それぞれの透視図法の違い） 背景表現の種類を理解する

2 地平線・奥行・対角線 カメラの位置や縮小等を理解する

授業概要 透視図法の基本を理解し、場面に応じた使い方を学ぶ。また透視図法を使用しない背景やカラーでの表現を学ぶ

学習到達
目標

自分の表現したい作品に応じた背景の使い分けができるようになる。実際に作品として背景を書き起こすことが出来るようにな
る。

評価方法 課題提出、出席率、テスト点数

5 １点透視図法　③　室内を描く　Ⅱ　＝　ソファ・テレビ・マット　＝ 指定された家具を配置する

6 ２点透視図法　①　基本 ２点透視の特徴を理解

3 １点透視図法　①　基本/描き方 １点透視の特徴を理解

4 １点透視図法　②　室内を描く　Ⅰ　＝　ドア・窓・マットデザイン　＝ 指定された家具を配置する

9 ２点透視図法　④　一軒家を描く　Ⅰ　＝　図面・ラフ・消失点の決定・下書き　＝ 透視図法を描く準備を行う

10 ２点透視図法　⑤　一軒家を描く　Ⅱ　＝　ペン入れ　＝ ペン入れをして完成させる

7 ２点透視図法　②　体育館を描く　Ⅰ　＝　２点透視の分割　＝ ２点透視の分割を理解し描く

8 ２点透視図法　③　体育館を描く　Ⅱ ペン入れをして完成させる

13 ２点透視図法　⑧　勇者の部屋を描く　Ⅰ　＝　部屋の図面をデザインする　＝ 透視図法を描く準備を行う

14 ２点透視図法　⑨　勇者の部屋を描く　Ⅱ　＝デザインを元に下書き・ペん入れ＝ グリッド用紙を用いて下書きを制作

11 ２点透視図法　⑥　教室の風景を描く　Ⅰ　＝　ラフ・消失点アイレベル決定　＝ 背景と人物を合わせて描く

12 ２点透視図法　⑦　教室の風景を描く　Ⅱ　＝　下書き・ペン入れ　＝ 背景と人物を合わせて描く

17 ３点透視図法　②　見下ろした街並みを描く　Ⅰ グラフ用紙を用いて制作

18 ３点透視図法　③　見下ろした街並みを描く　Ⅱ グラフ用紙を用いて制作

15 前期末テスト実施　（　理論的に理解/実際に描写　） 前期の総まとめを行う

16 ３点透視図法　①　基本 ３点透視の特徴を理解

カラー背景の表現を理解する

21 デジタル背景の描き方①　＝　パース定規の使い方　＝ ソフトウェアの使い方を理解する

22 デジタル背景の描き方②　＝　パース定規の使い方　＝ ソフトウェアの使い方を理解する

19 感パースでの背景制作　① 感パースで人物と背景を合わせる

20 感パースでの背景制作　② アシスタント作業を想定した背景制作

CA1-05

29 背景イラスト制作　③ カラー背景の表現を理解する

30 後期末テスト実施　（　指定された条件での背景制作　） １年間の総まとめ

27 背景イラスト制作　① カラー背景の表現を理解する

28 背景イラスト制作　② カラー背景の表現を理解する

25 デジタル背景の描き方⑤　＝　透視図法の使わない背景　Ⅲ　＝ カラー背景の表現を理解する

26 デジタル背景の描き方⑥　＝　透視図法の使わない背景　Ⅳ　＝ カラー背景の表現を理解する

23 デジタル背景の描き方③　＝　透視図法の使わない背景　Ⅰ　＝ カラー背景の表現を理解する

24 デジタル背景の描き方④　＝　透視図法の使わない背景　Ⅱ　＝



単位数

4

時間数

120

時数

授業科目名 ストーリー構成
担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在

教科書 配布プリント

学科 学年 学期 科目種別 授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 必修 実習

授業概要 物語の構成を学び、漫画・イラスト制作を行う

学習到達
目標

コマ割りのあるマンガ制作が出来る
ストーリー性のあるイラスト制作が出来る

評価方法 課題提出・出席率

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーリング・講義内容について 講義説明

2 自己紹介マンガ
自己紹介を漫画形式で行い
コマ割りについてを学ぶ

3 自己紹介マンガ②

4 ストーリー性のあるイラスト制作　コンテスト応募に向けてブレスト テーマに対しての理解を深める

5 ストーリー性のあるイラスト制作②

イラストを制作
コンテストへのエントリー

6 ストーリー性のあるイラスト制作③

7 ストーリー性のあるイラスト制作④

8 ストーリー性のあるイラスト制作⑤

9 １Pマンガ制作　

テーマに沿って１Pで完結する
マンガ制作を行う

完成原稿を持つ

10 １Pマンガ制作　

11 １Pマンガ制作　

12 １Pマンガ制作　

13 １Pマンガ制作　

14 日用品をテーマに２Pマンガ制作

テーマに沿って２Pで完結する
作品を制作する

15 日用品をテーマに２Pマンガ制作

16 日用品をテーマに２Pマンガ制作

17 日用品をテーマに２Pマンガ制作

18 日用品をテーマに２Pマンガ制作

個人誌の制作・ポートフォリオ

19 受注のロールプレイング

依頼者・製作者の両方を経験し
依頼に沿った制作を行う

20 受注のロールプレイング２

21 受注のロールプレイング３

22 受注のロールプレイング４

CA1-06

29 製本・面付について 製本の技術を学ぶ

30 批評会
批評を行い、自身の作品を
客観的に分析する

23 ４P漫画制作　ネーム

ネーム制作を行い
完成原稿を持つ

24 ４P漫画制作　制作

25 ４P漫画制作

26 個人誌の制作・ポートフォリオ

課題制作・自主制作を行っている
作品を集約し
ポートフォリオの原型を作る

27 個人誌の制作・ポートフォリオ

28



単位数

2

時間数

30

時数

21

22

「太秦ライムライト」を鑑賞。

短編ドラマ鑑賞１。

短編ドラマ２。

短編ドラマ３。

「ザ・スイッチ」を鑑賞。

「ベルセルク・覇王の卵」を鑑賞。

「僕の妻はサイボーグ」を鑑賞。

※課題「フィクションを企画してみる。」

課題「レポート提出。」

作品紹介は一部順序や内容を変更する場合もあります。

斬られ役者の半生を描いた。

劇中人物を好きになる作り。

中世の英雄伝。

20

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

「ジャック＆クロックハート」を鑑賞。

「デビルマン」を鑑賞。

「影鯨　完結」を鑑賞。

ボトムアップ
アプローチの説明。

日常から非日常への移行。

アルカイダ政権中の
アフガニスタンアニメ。

日本の影響を受けた中国アニメ。

鶴屋南北の階段話のアニメ版

短編ホラーの名作品。

16

17

18

難しいテーマを
エンターティメントとに

ほぼ１幕物の秀作。

音楽と演出が素晴らしいCGアニメ。

後発の人気アニメに多大な影響。

影鯨の人気アニメに多大な影響。

授業概要
様々なジャンルから物語・構成の「軸」を抽出し、パターンを理解させる。
作品鑑賞後、抽出化・類推を行うことで物語の骨格を描きだし作品の企画に応用。

学習到達
目標

起承転結・三幕構成などフィクションの文法を理解できるようにする。
ジャンルの知識を習得、キャラクターの立て方などを分析する癖をつける。

評価方法 出席状況と授業態度、課題の出展数で評価。

応破急十三幕構成の応用。

時代背景とテーマの凝縮。

自分の好きな作品を把握。

作者のメッセージと拝啓。

隠されたテーマを読み解く。

授業科目名 作品研究

担当者名 黒崎研志

実務経験
小池一夫劇画村塾出身
月間連載経歴あり
現NHK講座持ち

26

授業方法

イラスト・マンガアニメ

教科書

手作り参考資料
学科 学年 学期

通年 必修 実習1

15

「鉄人28号」を鑑賞。

自分の好きなものベスト10

「アシュラ」を鑑賞。

4

5

6

「永遠の831」を鑑賞。

「悪夢のエレベーター」を鑑賞。

19

「ブレッドウィナー」を鑑賞。

「羅小黒戦記」を鑑賞。

「四谷怪談」を鑑賞。

「伊藤潤二コレクション」を鑑賞。

「AURA」を鑑賞。

「影鯨」を鑑賞。

「アリータバトルエンジェル」を鑑賞。

「四畳半神話大系」を鑑賞。

「ジョゼと虎と魚たち」を鑑賞。

「5デイズ」を鑑賞。

「コゼットの肖像」を鑑賞。

「ルート２２５」を鑑賞。

短編のツカミを学ぶ。

近未来編。

日用品を利用する。

導入のギャグ。

ループとパラレルの世界観。

切なさの今の表現と演出。

社会派テーマと表現。

ゴシック調のメルヘン。
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科目種別

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

7

8

9

2

3



単位数

4

時間数

120

時数
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授業科目名
作品制作実習（１）
（イラスト・マンガ）

担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター
漫画アシスタントとして活動

教科書

・配布資料（プリント） 学科 学年 学期 授業方法

イラストマンガ・アニメ 1 通年 必修 実習

科目種別

授業概要

マンガ・イラスト制作を通して技術習得、持ち込み・投稿を行う。
制作の中で作業ペースをつかみ、スケジュール調整を行いながら、制作を続ける方法を学ぶ

（前期：マンガコース・アニメコース合同　　後期：マンガコース、アニメコースに分かれて実施）

学習到達
目標

作品の投稿・持ち込み、批評会への参加
イラスト雑誌等への投稿・公募等への参加

評価方法 課題提出・出席率

5 扉絵・告知ポスターの制作④清書・仕上げ 作品としての完成度を高める

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーリング・イラスト、マンガ制作についての講義
扉絵・告知ポスターの制作①

制作物に対しての考え方
取り組み方についてが分かる

2

3 扉絵・告知ポスターの制作②アイデア出し コンテストへ応募する作品の
制作を行う
作業ペースを把握する4 扉絵・告知ポスターの制作③ラフ制作・下書き

6 扉絵・告知ポスターの制作⑤投稿・提出 制作実績を作り実績をまとめる

7 企業依頼制作①

企業からの依頼に取り組み
実践的な制作物と
制作に携わった実績を残す

8 企業依頼制作②

9 企業依頼制作③

13 コンテスト応募作品制作　①

コンテストへ応募する作品の制作
戦略的な方法で作品を公開する
ため流行や新しい発想を描く

14 コンテスト応募作品制作　②

10

未提出課題・その他課題の調整
スケジュールの調整方法
自分の作業ペースについて
客観的に分析

11

12

15 コンテスト応募作品制作　③

16 コンテスト応募作品制作　④

17 コンテスト応募作品制作　⑤

18 8ページサイレントマンガ制作①

完成作品を仕上げる
セリフを使わない表現、演出を習得

19 8ページサイレントマンガ制作②

20 8ページサイレントマンガ制作③

21 8ページサイレントマンガ制作④

22 ポートフォリオ　仮組
提出先や場面に合わせたポート
フォリオの作成手法を身に着ける。
ポートフォリオは作家が編集部や
出版社にアピールするためのもの
と理解したうえで、効果的・実践的
なポートフォリオを作成する。

23 ポートフォリオ　①

24 ポートフォリオ　②

25 ポートフォリオ　③

26 進級作品展に向けての準備・制作①

展示物の完成へ向けて作業実施
各自の作品を完成させるとともに、展示
スペースのコンセプトを具現化して表現
する

27 進級作品展に向けての準備・制作②

28 進級作品展に向けての準備・制作③

29 進級作品展に向けての準備・制作④

30 進級作品展に向けての準備・制作⑤



単位数

4

時間数

120

時数
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授業科目名
作品制作実習（1）

（アニメーター）

担当者名 小宮山 純子

実務経験
アニメスタジオでアニメ作画を担当。
現在フリーランスのアニメーター

・配布資料（プリント）

授業概要 アニメ作画(動画)の現場と同等の動画描画を課題とし、専門用語や基礎画力を順次学習・習得していく

学習到達
目標

１年を修了した時点で、アニメスタジオの実技試験に出題されている専門用語や要求される技術について理解できるレ
ベルになることを目標とする

評価方法 授業課題への取り組みと、小テスト・提出課題の採点など

授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 必修 講義・実習

教科書

学科 学年 学期 科目種別

3 タイムシートの記入と、中割り『一発割り・タップ割り』 アニメ制作の設計図であるタイムシートを理解

4 目パチ・口パク 目の瞬き・口の動きの中割り作業

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 クリンナップ
TVや映画のスクリーンに映し出される絵としてきれい
な線を引く

2 メタモルフォーゼ 絵が少しずつ変形(メタモル)する中割り作業

7 歩き①　　　　　　　２／３
円人形で歩きの基本「横歩き」の動画を作画する。１歩
前に進むのに３枚の動画(中３枚という)を作成し、３歩
歩く動画を完成させる

8 歩き①　　　　　　　３／３　　※提出課題

9 小テスト②「目パチ・口パク」 クリンナップに注意しキャラ崩れしないかチェック

5 歩き①「横歩き」 　１回目／全３回 『時数７』参照

6 小テスト①「クリンナップ」 クリンナップの理解度・作業スピードのチェック

10 歩き②「斜め歩き」　１／４

※ここから動画課題はデジタル描画
円人形で奥から手前に向かって歩く動画を作画。パー
スの効いたキャラクター(円人形)を２歩歩かせる動画を
完成させる

11 歩き②　　　　　　　　２／４

12 歩き②　　　　　　　　３／４

13 歩き②　　　　　　　　４／４　　※提出課題

14 小テスト③「横歩き」 歩きの基本の理解度・作業スピードのチェック

15 歩き③「横歩きフォロー」 　１／３

既成キャラを使ってフォロー歩き(その場歩き)の動画を
作成。円人形と違い、キャラ崩れをしないよう意識し、ク
オリティの高い動画制作を心掛ける

16 歩き③　　　　　　　　　　　　２／３

17 歩き③　　　　　　　　　　　　３／３　※提出課題

18 振り向き　１／４

既成キャラを使って中３枚で振り向く動画を作成。クリ
ンナップ・キャラ崩れに注意しクオリティの高い動画制
作を心掛ける

19 振り向き　２／４

20 振り向き　３／４

21 振り向き　４／４　※提出課題

24 自然現象①「煙」と「旗」 立ち昇る「煙」とはためく「旗」の動画作成

25 自然現象②「炎」　１／２

炎のゆらぎを意識してリピート動画を作成

26 自然現象②「炎」　２／２

22 走り①「走りフォロー」　※提出課題 円人形で中２枚のその場走りの動画作成

23 小テスト④「歩きフォロー」 横歩きと違うその場歩きの理解度・スピードチェック

30 小テスト⑥「自然現象・髪のなびき」 「旗」の動きの応用で髪をなびかせる動き

27 小テスト⑤「走り」 中２枚の動画作成の作業スピードをチェック

28 走り②「走りフォロー・後ろ姿」　 １／２
走りの動きを後ろから捉えた動画の作成。通常あまり
見たり描いたりしない腕や足の裏側を考えて描画する

29 走り②　　　　　　　　　　　　　　　　２／２　※提出課題



単位数

2

時間数

60

時数
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授業科目名 キャラクターデザイン
担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在

授業概要 キャラクターを描くうえでの基準を学び、描きたい物を表現できる技術を身に着ける

学習到達
目標

自分の思い通りの作品表現を行うことが出来る
アイデア・個性的なキャラクターを描画できる

評価方法 課題提出・出席率

授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 必修 実習

教科書
ダテ式おえかき塾90日で変わる
画力向上講座

学科 学年 学期 科目種別

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 人物描画の基礎 人体の比率について学ぶ

2 人体の骨格について
骨格を理解し
男女の描き分けを行う

3 人体の骨格について２　

4 筋肉について 筋肉を理解し
性別の描き分け
体系の描き分けを行う5 筋肉について２

6 全身描画　キャラクターの三面図
キャラクターデザインの基本となる
三面図が描ける

7 全身描画　キャラクターの三面図２

8 表情の描き分け　喜怒哀楽 キャラクターの感情によって
変化した表情を描き分けることが
出来る9 表情の描き分け　喜怒哀楽２

10 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作を行う

戦隊もののキャラクターをイメージ
し
それぞれの個性を描き分ける

11 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作を行う２

12 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作を行う３

13 年齢による書き分け

老若男女を年齢ごとに描き分ける14 年齢による書き分け２

15 年齢による書き分け３

16 服装についての理解を深める①素材によるしわの違い　制服
実在する制服をもとに
キャラクターを制作する

17 服装についての理解を深める①素材によるしわの違い　制服②

18 ファッション誌を参考に私服を描く①

ファッション誌をもとにして
流行している服装表現を学ぶ19 ファッション誌を参考に私服を描く②

20 ファッション誌を参考に私服を描く③

21 衣装について①民族衣装　映像視聴

実在する衣装をもとにして
現代風にアレンジ

22 衣装について②民族衣装　映像視聴

23 ファンタジー衣裳アレンジ

24

29 実在人物のキャラクター化４　制作

30 実在人物のキャラクター化５　制作・提出

ファンタジー衣裳アレンジ２

25 ファンタジー衣裳アレンジ３

26 実在人物のキャラクター化１アイデア出し

昨今のソーシャルゲーム業界を
意識し実在する人物
（歴史上の偉人）をキャラクター化

キャラ表を制作する

27 実在人物のキャラクター化２ラフ・打ち合わせ

28 実在人物のキャラクター化３キャラクター表として仕上げる



単位数

2

時間数

60

時数

授業概要

魅力あるキャラクターの模写や表現を学ぶ。
描き分けの本質を理解してもらい描写の工夫を考える。
楽しく描くをモットーとさせる。楽しくなければ続かない。
継続しなければ上達しない。

学習到達
目標

Web上にチャンスが山ほど転がっている。
コンテストなどに積極的にチャレンジさせ、一般の人に見られていることを意識し喜びに帰る。
（現在のコンテストは受賞の結果を問わず、応募作品を全て公開し広く反応を求めています。学生でもそれを

評価方法 出席率＋課題提出状況

基本的な描写を学ぶ。

肩のラインがひねりに影響と学ぶ。

主役にはオーラを。悪役にはカリスマを。

主人公には弱点を。ライバルには欠点を。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

4

5

6

人の顔は境遇の中で変化する。

授業科目名 作画技術　基礎

担当者名 黒崎研志

実務経験
小池一夫劇画村塾出身。
マンガ月刊誌や河北新聞連載。
現NHKで子供口座受け持ち。

26

授業方法

イラスト・マンガアニメ科

教科書

特になし
学科 学年 学期

通年 必修 実習1

15

表情の描き方。

静と動の描写の描き方。

オリジナルキャラクター制作①

7

8

9

2

3

身近にいたキャラ起ちの人を描く。

動物キャラを描く。

クリーチャー・モンスターを描く。

スポーツキャラを描く。

オリジナルキャラクター制作②

過去を背負ったキャラを描く。

キャラクターと家族

ホラーキャラを描く。

歴史キャラを創る。

土地のキャラを描く。

笑いを振りまくるキャラを描く。

メタモルフォーゼするキャラ制作。

引き回しのキャラを創る。

事実を大げさに表現。

ギリシャ神話。昔話から。14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

21

16

17

18

19

20

22
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オリジナルキャラ作成
学生個々の作品に対する
技術指導

隠された世界を表現する。

伝承話などを利用する。

※基本的にキャラ政策はアナログ（鉛筆）で描く。
その合間にはアートストリートコンテストに参加する作品も同時進行する。

科目種別

擬人化なども取り入れる。

引き回しキャラを説明。

探偵キャラを描く。

悪のキャラクターを描く。



単位数

1

時間数

30

時数

13 身近な人物の似顔絵３

14 身近な人物の似顔絵４

15 後期試験（似顔絵検定3級レベル） 実際の試験問題を使用する

身近な人物の似顔絵を描く

10 有名人の似顔絵５

11 身近な人物の似顔絵１

12 身近な人物の似顔絵２

人物の人柄が絵から伝わるような
似顔絵の制作を行う

7 有名人の似顔絵２

8 有名人の似顔絵３

9 有名人の似顔絵４

4 似顔絵のテクニック　基礎４

5 似顔絵のテクニック　基礎５

6 有名人の似顔絵１

特徴を捉えて人物を
デフォルメして描く

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 似顔絵のテクニック　基礎１

2 似顔絵のテクニック　基礎２

3 似顔絵のテクニック　基礎３

学習到達
目標

技術習得の他、似顔絵師として必要なコミュニケーション力を習得することができる

評価方法 出席状況、課題提出、試験等での総合的評価

授業概要
似顔絵の基礎的なスキルを学び、技術習得を目指す。
希望者は似顔絵検定を受験

必修 実習

実務経験
株式会社がんじ―似顔絵スタジオ
代表取締役

授業科目名 似顔絵制作（1）

担当者名 がんじー（山本　一輝）

授業方法

教科書

・配布資料（プリント）
学科 学年 学期 科目種別

イラスト・マンガアニメ科 １年 後期

CA1-12



単位数

2

時間数

60

時数

21

22

模写　⑨

模写・トレース　①

模写・トレース　①

模写・トレース　①

模写・トレース　①

模写・トレース　　②

模写・トレース　　②

模写・トレース　　②

模写・トレース　　②

まとめ

人物を描きこむ

原画作成

原画作成

原画作成

レイアウト作成

20

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

模写　⑧

トレース　⑧

模写　⑨

肩・腕の骨格理解

全身骨格復讐

教科書描き込み

教科書描き込み

キャラ表作成

キャラ表作成

16

17

18

レイアウトクリンナップ

レイアウトに人物を描きこむ

写真からレイアウトを起こす

写真からレイアウトを起こす

人物を描きこむ

トレース　⑦

模写　⑦

19

授業概要 アニメーターに必須の立体的な人間の描き方を身につける

学習到達
目標

人間の描き方、骨格を理解し、パースに合わせた人物を描けるようになる

評価方法 出席率、課題提出

教科書描き込み

クリンナップの基本を覚える

グリッド模写を覚える

頭のつくりを骨格から覚える

教科書描き込み4

5

6

授業科目名 模写・トレース

担当者名 伊藤由起子

実務経験 アニメスタジオでの勤務経験あり

26

授業方法
・人体を描きたい人のための美術解剖学

・配布資料
イラスト・マンガアニメ科

教科書

・マンガデッサン練習帳
学科 学年 学期

通年 必修 実習1

15

トレース①　①

模写①　①

トレース②　頭部・骨格

模写　⑥

模写　⑥

ポージング　①

ポージング　①

模写　②　

トレース　③

模写　③

トレース　④

模写　④

トレース　⑤

模写　⑤

トレース　⑥

レイアウト作成

原画作成

原画作成

原画作成

上半身の骨格の理解

教科書描き込み

足の骨格の理解

教科書描き込み

CA1-13

科目種別

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

7

8

9

2

3



単位数

4

時間数

120

時数

CA1-14

授業科目名 作画実習（1）

担当者名 小宮山 純子

実務経験
アニメスタジオでアニメ作画を担当。現
在フリーランスのアニメーター

授業概要 アニメ作画(動画)の現場と同等の動画描画を課題とし、専門用語や基礎画力を順次学習・習得していく

学習到達
目標

１年を修了した時点で、アニメスタジオの実技試験に出題されている専門用語や要求される技術について理
解できるレベルになることを目標とする

評価方法 授業課題への取り組みと、小テスト・提出課題の採点など

授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 必修 講義・実習

教科書

・配布資料（プリント） 学科 学年 学期 科目種別

3 タイムシートの記入と、中割り『一発割り・タップ割り』
アニメ制作の設計図であるタイムシート
を理解

4 目パチ・口パク 目の瞬き・口の動きの中割り作業

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 クリンナップ
TVや映画のスクリーンに映し出される
絵としてきれいな線を引く

2 メタモルフォーゼ
絵が少しずつ変形(メタモル)する中割り
作業

7 歩き①　　　　　　　２／３ 円人形で歩きの基本「横歩き」の動画
を作画する。１歩前に進むのに３枚の
動画(中３枚という)を作成し、３歩歩く動
画を完成させる

8 歩き①　　　　　　　３／３　　※提出課題

9 小テスト②「目パチ・口パク」
クリンナップに注意しキャラ崩れしない
かチェック

5 歩き①「横歩き」 　１回目／全３回 『時数７』参照

6 小テスト①「クリンナップ」
クリンナップの理解度・作業スピードの
チェック

10 歩き②「斜め歩き」　１／４

※ここから動画課題はデジタル描画
円人形で奥から手前に向かって歩く動
画を作画。パースの効いたキャラクター
(円人形)を２歩歩かせる動画を完成さ
せる

11 歩き②　　　　　　　　２／４

12 歩き②　　　　　　　　３／４

13 歩き②　　　　　　　　４／４　　※提出課題

14 小テスト③「横歩き」
歩きの基本の理解度・作業スピードの
チェック

15 歩き③「横歩きフォロー」 　１／３

既成キャラを使ってフォロー歩き(その
場歩き)の動画を作成。円人形と違い、
キャラ崩れをしないよう意識し、クオリ
ティの高い動画制作を心掛ける

16 歩き③　　　　　　　　　　　　２／３

17 歩き③　　　　　　　　　　　　３／３　※提出課題

18 振り向き　１／４

既成キャラを使って中３枚で振り向く動
画を作成。クリンナップ・キャラ崩れに
注意しクオリティの高い動画制作を心
掛ける

19 振り向き　２／４

20 振り向き　３／４

21 振り向き　４／４　※提出課題

24 自然現象①「煙」と「旗」
立ち昇る「煙」とはためく「旗」の動画作
成

25 自然現象②「炎」　１／２
炎のゆらぎを意識してリピート動画を作
成

26 自然現象②「炎」　２／２

22 走り①「走りフォロー」　※提出課題
円人形で中２枚のその場走りの動画作
成

23 小テスト④「歩きフォロー」
横歩きと違うその場歩きの理解度・ス
ピードチェック

30 小テスト⑥「自然現象・髪のなびき」
「旗」の動きの応用で髪をなびかせる動
き

27 小テスト⑤「走り」
中２枚の動画作成の作業スピードを
チェック

28 走り②「走りフォロー・後ろ姿」　 １／２ 走りの動きを後ろから捉えた動画の作
成。通常あまり見たり描いたりしない腕
や足の裏側を考えて描画する29 走り②　　　　　　　　　　　　　　　　２／２　※提出課題



単位数

2

時間数

60

時数

授業科目名 同人誌制作実習（１）

担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在

教科書 配布プリント

学科 学年 学期 授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 選択 実習

科目種別

2 製作チーム分け・コミティアへの参加準備
表現したい作品ジャンルでチーム
分けを行う

授業概要
同人誌制作を通し、市場で流行している作品や表現方法を学ぶ
個人で製本する技術を身に着ける
同人誌即売会へ参加し、各々の作品を頒布し、今後の活動の礎を築く

学習到達
目標

チーム・個人での参加を経て、即売会への知識と経験を積む

評価方法 出席率

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーリング・講義内容について 講義説明

10 コミティアへの参加

3 コミティアへの参加準備

イラストの制作を行う
本の製本作業や
直接参加の準備が出来る

4 コミティアへの参加準備　申し込み

5 コミティアへの参加準備

6 コミティアへの参加準備

7 コミティアへの参加準備

8 コミティアへの参加準備

9 コミティアへの参加準備

11 仙台コミケ参加準備・チーム分け 9/ 4開催に向けた準備 次回参加に向けたチーム分け

12 制作会議

イラスト制作を行う
本の製本作業や
直接参加の準備ができる

13 制作会議２

14

15 制作開始

16 仙台コミケへの参加 イベント直接参加

17

イラスト制作を行う
本の製本作業や
直接参加の準備ができる

18

19

20

21

22

23

24

イベント参加

制作開始

30

イラスト・漫画の制作
本の製本作業や
直接参加の準備ができる

自主マーケティングを築き
自身の創作活動への
備えをしておく

25

26

27

28

29

制作開始

制作開始

ジャンル分けを行い制作準備

CA1-15

仙台コミケへの参加準備

仙台コミケ参加

仙台コミケ参加準備

仙台コミケ参加準備

仙台コミケ参加準備

仙台コミケ参加準備

自主マーケティングについて

自主マーケティングについて

制作開始

作品制作開始

イベント直接参加



単位数

4

時間数

60

時数

29 作品展に向けた制作

作品展に向けた制作

30 作品展に向けた制作②

26 マイカラー配色　作品制作 自分をイメージした配色を
考え作品を制作

制作についての解説等を
まとめる

27 マイカラー配色　作品制作

28 マイカラー配色　作品制作

22 12ヶ月をイメージした作品制作①

月ごとのイメージカラーから
作品を制作

23 12ヶ月をイメージした作品制作②

24 12ヶ月をイメージした作品制作③

25 12ヶ月をイメージした作品制作④

18 補色を用いた作品制作①

補色を用いた配色での
作品制作

19 補色を用いた作品制作②

20 補色を用いた作品制作③

21 補色を用いた作品制作④

14 夏の配色を用いた作品制作①

夏を連想する配色を用いて
作品制作
（色鉛筆を使用）

15 夏の配色を用いた作品制作②

16 夏の配色を用いた作品制作③

17 夏の配色を用いた作品制作④

10 同一色相での作品制作　メインカラー赤・青・緑　から制作

線画に指定色で着色
11 同一色相での作品制作　メインカラー赤・青・緑　から制作

12 同一色相での作品制作　メインカラー赤・青・緑　から制作

13 同一色相での作品制作　メインカラー赤・青・緑　から制作

7 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作１　色数の制限　３色

3色の制限をつけ
キャラクターの個性を表現する

8 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作２

9 戦隊ヒーロー・ヒロインの制作３

4 色についての基礎３　光の三原色について
色についての知識を深める

組み合わせによって与える
イメージが変わる事を学ぶ

5 色についての基礎　配色について

6 色についての基礎　2色の組み合わせ

到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション・色について 色についての知識を身に着ける

2 色についての基礎　色鉛筆での陰影
技法によって絵のタッチに
変化話つける仕組みを知る

3 色についての基礎２　色鉛筆での着色技法

学習到達
目標

色、配色の基礎が理解できる
適切な画材、配色を用いた作品制作が出来る

評価方法 課題提出・出席率

授業方法

イラスト・マンガアニメ 1 通年 選択 実習

教科書 独自資料・教材

学科 学年 学期 科目種別

CA1-16

授業科目名 色彩演習

担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在

授業概要

色についての知識を身につけ、必要に応じた配色を学ぶ
また、実際に学んだ配色を使用して、制作を行う

制作を行う中で、画材の使用技術もあわせて身に着ける



CA2-17

単位数

4

時間数

60

時数

19 志望動機の書き方

16 電話のかけ方

17 志望動機の書き方

18 志望動機の書き方

13 メール、文書、応募書類の記載方法

14 メール、文書、応募書類の記載方法

15 メール、文書、応募書類の記載方法

3 履歴書の記載＋個人面談 履歴書の完成

10 求人検索＋面接練習

11 求人検索＋面接練習

12 求人検索＋面接練習

自己分析③　自分の適性を知る

8 エニアグラムで自分を知る

9 求人検索＋面接練習

4 履歴書の記載＋個人面談

5 自己分析①　過去を振り返り現在の時間を知る

6 自己分析②　将来の自分を考える

履歴書の完成

分析シートの提出

分析シートの提出

分析シートの提出

実務経験 流通業での販売と会社経営

授業科目名 キャリアデザイン（２）

担当者名 飛田　英男

学習到達
目標

技術習得の他、似顔絵師として必要なコミュニケーション力を習得することができる

評価方法 出席状況、課題提出、試験等での総合的評価

授業概要
プロ似顔絵師として通用するスキルを学び、技術習得を目指す。
希望者は似顔絵検定を受験

必修 講義

独自資料

22

23

24

授業方法

教科書

学科 学年 学期 科目種別

イラスト・マンガアニメ科 2年 通年

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 働くとは

2 履歴書の記載＋個人面談

働く事への理解と動機づけ

履歴書の完成

7

自分を知る

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

30

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

ポートフォリオの制作＋求人検索＋求人への応募

25

26

27

28

29

20

21

それぞれの習得

それぞれの習得

それぞれの習得

志望動機の完成

志望動機の完成

面接の対応力

面接の対応力

面接の対応力

面接の対応力

それぞれの習得

内定獲得

内定獲得

内定獲得

内定獲得

内定獲得

内定獲得

内定獲得

志望動機の完成

内定獲得

内定獲得

内定獲得

内定獲得



単位数

6

時間数

90

時数

1CA2-18

19 映画俳優の顔をリアルに描く。(女性) 実在の女性の顔を陰影のみでリアルに描写する。

16 メカを描く。１ 無機質なメカを彩色して影の付け方やシャープな表現を理解する。

17 メカを描く。２ エッジの処理や立体感、フォルムバランスの調整力を身につける。

18 映画俳優の顔をリアルに描く。(男性) 実在の男性の顔を陰影のみでリアルに描写する。

13 グリザイユ画法　西洋甲冑のキャラクター２　(試験課題) 線画をスキャン抽出して、暗い色から重ね塗りをしていく(グリザイユ画法)

14 グリザイユ画法　西洋甲冑のキャラクター３　(試験課題) 肌、金属部分、布地、等の陰影に気を付けながらリアルに彩色する。

15 グリザイユ画法　西洋甲冑のキャラクター４　(試験課題) それぞれの光沢感、質感を表現して完成させる。

10 神話のキャラクターを描く　(人間編) 神話上のキャラクターと衣服をリアルに描写する。

11 神話のキャラクターを描く　（モンスター編） 神話上のモンスターの形状をリアルに描写する。

12 グリザイユ画法　西洋甲冑のキャラクター１　(試験課題) 西洋甲冑、ポーズを選び、ポスターにすることを前提に線画を進める。

7 筋肉のあるキャラをカラーリングで表現する。 陰影表現で筋肉の質感やフォルムを写実的に描写する。

8 女性のキャラを線画を使わずにリアルに描写する。 縁取り線に頼らずに、面でリアルな女性を描写する。

9 男性のキャラを線画を使わずにリアルに描写する。 縁取り線に頼らずに、面でリアルな男性を描写する。

4 特撮ヒーロー、怪獣をカラーライズして描く。 配色センスやツールに慣れるための陰影練習をする。

5 植物、昆虫を描く。 暗い色から明るい色に重ね塗りをして立体感を表現する。

6 動物を描く。(爬虫類、両生類) 光沢感や点描感を工夫しながら質感を表現。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 フォトショップを使用して、グレースケール(モノクロ)　のみで重ね塗り。 いくつかのモチーフを題材に重ね塗りを練習する。

2 ブラシツールでドラゴン頭部を写実的に表現。　体表を凹凸で再現する。 線画無しの陰影表現で、体表のディテールを面のみで描写する。

3 アメコミヒーローをカラーライズして描く。 カラフルな色の表現とハイライトを学習する。

学習到達
目標

線画に頼らず西洋絵画的なリアル系イラストとして陰影・光沢・質感を表現し、
モチーフへの写実的な理解と描写をPCソフトを通して習得。

評価方法 出席・授業態度・課題取組・着色工程・完成度の結果を総合評価

授業概要 フォトショップを使用して、陰影・質感を表現した重厚なリアルイラストの描写。

必修 講義・実習

実務経験 雑誌、新聞、ポスター広告、パッケージイラストの担当経験あり

授業科目名 CGデッサン

担当者名 関東　武久

授業方法

教科書

学科 学年 学期 科目種別
デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則 

(色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き)
イラストマンガアニメ 2 通年

26

27

28

29

20

21

22

23

24

卒業制作　「ファンタジーイラスト」６　(試験課題)　ポスターとして文字入れ 仕上げたイラストに、ポスター風のタイトルロゴや枠線を入れて完成させる。

線画をスキャンして、暗い色から塗り重ねて配色をする。

卒業制作　「ファンタジーイラスト」４　(試験課題)　彩色作業 様々な見本を駆使して、油絵のような重厚感を再現していく。

卒業制作　「ファンタジーイラスト」５　(試験課題)　仕上げ ハイライトや質感、リアルな描写にこだわって背景も含めて仕上げる。

30

映画のキャラクター全身を描く。１ 映画のポスター等からキャラを選んで模写的に描写する。

映画のキャラクター全身を描く。２ 前回よりも、より複雑なキャラを選んで模写的に描写する。

軍服を着た人物を描く。１　(課題) 軍服の種類や形状を理解して、人物に着せて線画を描く。

軍服を着た人物を描く。２　(課題) ポージングや服のシワのバランスを考えて描写する。

軍服を着た人物を描く。３　(課題) セミリアルな顔立ちとマッチングするように調整して完成させる。

卒業制作　「ファンタジーイラスト」１　(試験課題)　キャラクターデザイン オリジナルな世界観を考えてキャラデザから始める。

卒業制作　「ファンタジーイラスト」２　(試験課題)　レイアウト、構図、配置 キャラデザしたものを往年のポスター類を参考に配置し線画を描き起こす。

卒業制作　「ファンタジーイラスト」３　(試験課題)　下地の準備、配色作業

25



単位数

4

時間数

120

時数

CA2-19

26

学科コラボ　シナリオへのイラスト制作
シナリオからキャラクター制作

必要なカットの制作

27

28

29

30

21 就職活動サポート

就職向けの作品の準備

出張編集部参加

依頼の受注など

22 就職活動サポート

23 就職活動サポート

24 就職活動サポート

25 就職活動サポート

12 イラスト投稿・実績作り　コンペ情報を把握しスケジュールを立てる

応募スケジュールを把握し
作業計画を立てる

制作実績・応募実績を持つ

13

イラスト投稿・実績作り

14

15

16

17

18

19

20

7 就職活動用のポートフォリオ　準備

就職用のポートフォリオを制作

8 就職活動用のポートフォリオ　

9 就職活動用のポートフォリオ　

10 就職活動用のポートフォリオ　

11 就職活動用のポートフォリオ　

3 企業依頼制作

企業依頼のイラスト制作
4 企業依頼制作２

5 企業依頼制作３

6 企業依頼制作４

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 広告マンガ制作
デジタルソフトを利用して
広告風マンガ制作をおこなう

2 広告マンガ制作２

授業概要 進路に向けた作品の制作・就職活動のため必要な情報収集を行う

学習到達
目標

実用的・実践に近い状態で作品制作を行うことが出来る

評価方法 課題提出・出席率

科目種別 授業方法

イラストマンガ・アニメ 2 通 必修 実習

教科書 独自資料

学科 学年 学期

授業科目名 デジタルコミック制作

担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在



単位数

4

時間数

120

時数

19 「shopとキャタクター」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐各機能を効率的に使い時間内に仕上げる。

16 「シルエットイラスト」制作（photoshop)「12星座」イラスト制作（ILLSTRATOR）
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。●パスの扱いの習得

17 「shopとキャタクター」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐各機能を効率的に使い時間内に仕上げる。

18 「shopとキャタクター」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐各機能を効率的に使い時間内に仕上げる。

13 「ペーパードール」イラスト制作（photoshop)「マトリョーシカ」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

14 「シルエットイラスト」制作（photoshop)「12星座」イラスト制作（ILLSTRATOR）
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。●パスの扱いの習得

15 「シルエットイラスト」制作（photoshop)「12星座」イラスト制作（ILLSTRATOR）
●与えられた”テーマ”を”理解”してオリジナルティある
作品に仕上げる。●パスの扱いの習得

10 水球」イラスト制作（photoshop)「アナログゲームキャラ」イラスト制作（ILLSTRATOR）

 仕上げ、修正個所の直し→完成。

11 「ペーパードール」イラスト制作（photoshop)「マトリョーシカ」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

12 「ペーパードール」イラスト制作（photoshop)「マトリョーシカ」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

7 「食べ物擬人化キャラ」イラスト制作（photoshop)「アバター」イラスト制作（ILLSTRATOR）
 ブラシの使い方、影の塗り方、他。

8 水球」イラスト制作（photoshop)「アナログゲームキャラ」イラスト制作（ILLSTRATOR）
 全体的な仕上げ、調整、レイヤーの調整。

9 水球」イラスト制作（photoshop)「アナログゲームキャラ」イラスト制作（ILLSTRATOR）

 全体的な仕上げ、調整、レイヤーの調整。

4 「光と影」イラスト制作（photoshop)「動物積み木」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

5 「食べ物擬人化キャラ」イラスト制作（photoshop)「アバター」イラスト制作（ILLSTRATOR）


線画の取り込み、線画の補正、
スキャンの使い方、下地の塗り方、等。

6 「食べ物擬人化キャラ」イラスト制作（photoshop)「アバター」イラスト制作（ILLSTRATOR）
 線画に着色制作

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 「PHOTOSHOP」「ILLSTRATOR」の基本操作の確認練習
1年生時にどれぐらい習得しているかの確認のための制
作。

2 「光と影」イラスト制作（photoshop)「動物積み木」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

3 「光と影」イラスト制作（photoshop)「動物積み木」イラスト制作（ILLSTRATOR） パスの練習‐パスの扱いの習得

学習到達
目標

毎回用意したテキストをもとに基本操作を学ばせる。その都度、ソフトの操作、作品の添削、疑問点などを指導。

評価方法 出席率、課題提出

授業概要 1年生で学習した内容を元に、作品を制作する

必修
講義
実習

独自資料

実務経験 フリーのイラストレーターデザイナーとして活動中

授業科目名 イラスト実習（２）
担当者名 本郷正広

授業方法

教科書

学科 学年 学期 科目種別

イラスト・マンガアニメ 2 通年

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

卒業制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

「作品集」制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

「作品集」制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

「作品集」制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

「作品集」制作（photoshop) or（ILLSTRATOR）

CA2-20

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●２年間のまとめとして作品制作に取り組む。

●作品制作に際し一生懸命描く事。

●作品制作に際し一生懸命描く事。

●作品制作に際し一生懸命描く事。

●作品制作に際し一生懸命描く事。

●作品制作に際し一生懸命描く事。



単位数

4

時間数

120

時数

配布資料

CA2-21

モデルに合った背景、
アクションポーズ、
見立て絵が描けるようになる

16

17

18

お祝いに喜ばれる似顔絵を描く

ペット（犬や猫）の特徴をとらえて描く

21

22

20

似せる技術・発展編（9）

メモリアル似顔絵

ペットの似顔絵

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

2

15

似せる技術・基本編（1）

似せる技術・基本編（2）

似せる技術・基本編（3）

似せる技術・基本編（4）

似せる技術・基本編（5）

似せる技術・基本編（6）

似顔絵検定準一級に挑戦

似顔絵検定一級の問題に挑戦（後期末試験）

海外の人を特徴をとらえて描き、友達にな
る
お客さんと会話をしながら即興で描くスキ
ルを身に着ける

肖像画や浮世絵から人物描写を学ぶ

落語や映画から人物描写を学ぶ

授業科目名 似顔絵制作（２）

担当者名 がんじー（山本　一輝）

実務経験 似顔絵師として18年目

26

授業方法

イラスト・マンガアニメ科

教科書

学科 学年 学期

通年

似せる技術・基本編（7）

似せる技術・基本編（8）

似せる技術・基本編（9）

似せる技術・発展編（１）

似せる技術・発展編（2）

授業概要 特徴の捉え方、表現方法に磨きをかけるとともに、似顔絵師に必要なコミュニケーション、ユーモアを学ぶ。

6

似せる技術・発展編（7）

特徴をとらえたデフォルメを
身につける

似せる技術・発展編（3）

似せる技術・発展編（4）

似せる技術・発展編（5）

似せる技術・発展編（6）

学習到達
目標

似顔絵師として一人前の仕事ができる技術の習得を目指す。似顔絵検定一級の合格を目指す。

評価方法 期末試験、課題提出、出席率

似顔絵を通じて国際交流

即興似顔絵実習

似顔絵とアート

似顔絵と日本の伝統芸能

似顔絵風刺漫画

似顔絵検定三級の問題に挑戦

似顔絵検定準二級の問題に挑戦

似顔絵検定二級の問題に挑戦（前期末試験）

似せる技術・発展編（8）

19

必修 実習

科目種別

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

7

8

9

2

3

4

5



単位数

6

時間数

180

時数

CA2-22

以後、継続作業実施。

16

17

18

授業概要
主にマンガ制作を中心にシナリオの法則や仕組み、および登場キャラの役割などを学習します。
どうしてキャラが動かないのか、物語が思うように展開しないのかを個別の作品を通して考えます。

学習到達
目標

現在、コミカライズ系の雑誌では原作をマンガにして欲しいという要望が増えています。
敷居が低いしチャンスも多いので、その出版社に
履歴書と一緒に送れるような数ページほどの短編をいくつか揃えます。

評価方法 出席率＋課題進行状況。

7

8

9

2

3

4

5

6

授業科目名 作品制作実習（２）

担当者名 黒崎研志

実務経験
小池一夫劇画村塾出身。
月間マンガ連載歴あり。
現NHKで講座持ち。

26

授業方法
必要に応じ参考資料配布。

イラスト・マンガアニメ科

教科書

特になし
学科 学年 学期

通年 必修 実習

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

2

19

15

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

21

22

20

マンガの学生は作画技術の授業と作業がかぶりがちになるので、
定期的に短い話し合いの時間を設けて作業の進歩を図る。

その合間にはwebで条件の良い出版社情報を紹介します。

科目種別

原作・プロット・シノシプス、この三つの違い。

キャラクターの立て方と役回り。

トップダウン方式とボトムアップ方式。

超短編のテーマの見つけ方。

※スポンサーの意図を考え汲み取った内容でネームを作成。

個別ディスカッション開始。



単位数

8

時間数

240

時数

CA2-23

授業科目名 作品制作実習（２）

担当者名 小宮山 純子

実務経験
アニメスタジオでアニメ作画を担当。現在フリーランスのアニ
メーター

・配布資料（プリント）

L/O作業

授業概要 フルカラーのオリジナルアニメ制作

学習到達
目標

背景画を作成し、動画に彩色を施したフルカラーアニメをクラス内で共同作成する

評価方法 制作作業への取り組みと、各自が担当した成果物への評価など

授業方法

イラスト・マンガアニメ 2 通年 必修 講義・実習

教科書

学科 学年 学期 科目種別

3 絵コンテ・キャラクター設定UP＆作画打合せ 完成絵コンテを元に演出指示等の打合せ

4 レイアウト(L/O)作業 ＩＮ L/Oは、各自週１カット以上UPを目標とする

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 企画会議　１回目 ストーリー及び登場キャラクターの案出し

2 企画会議　２回目 絵コンテとキャラクター設定の作成着手

5

L/O作業と並行して２原作業にも着手

6

7

8

9

L/OがUP次第２原作業に移行。早くUPしたカット
から動画作業も並行して進めていく

13

14

15

10

11

12

未完成の原画(２原)があれば原画作業継続
※前期中にUPしなかった原画は秋休みの宿題と
する

冬休みに入るまでに動画全UP

動画作業

第２原画作業 

18

19

16

17

22

23

20

21

26

27

24

25

30 最終チェック(リテーク作業含む) 全素材、完全版で全UP

28

29

撮影作業用の素材(彩色済み動画・背景)全UP動画リテーク作業



単位数

8

時間数

240

時数

1

21

22

16

17

18

19

授業概要
主にweb上に載せる作品を中心に多くの作品を創る。
具体的にはマンガはデイズネオ・ジャンプルーキー。
イラストはアートストリートコンテスト用の作品を制作する。

学習到達
目標

業界関係者や担当編集者と知り合い自己のステップアップに努める。

評価方法 出席率＋課題提出状況

新しい情報があれば積極的に生徒に開示。

授業科目名 作画技術　（応用）

担当者名 黒崎研志

実務経験
小池一夫劇画村塾出身。
マンガ月刊誌や河北新聞連載。
現NHKで子供講座受け持ち。

26

授業方法

イラスト・マンガアニメ科

教科書

イラストマンガ学科 学年 学期

通年

7

8

9

2

3

4

5

6

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

15

20

基本的にマンガは継続作業。
イラストは反復作業になる。

講義はそのつど学生の質問に答える形で進行させる。
特にマンガは放置状態になりやすい分野なので
長時間止まってる時は
ディスカッションをして対策する。

※いまwebを利用して大勢の人に自分の作品を見てもらうことが
業界デビューの近道であり、その敷居は決して高いものではない
という講義を具体例をあげて授業で取り上げていく。

イラスト専攻の学生でもマンガ担当者をつけたい生徒がいたら
その都度対応しアドバイスを送るようにする。

イラストはマンガと違いサイクルが短い
積極性の醸成が求められる。

科目種別

必要に応じ参考資料配布。

必修 実習2

まんが選考の学生は規格とプロット・キャラクター表提出。

提出者から順にネーム制作。

イラスト選考の学生はアートストリートからの選択で課題着手。
ポートフォリオにも利用

期間が過ぎたらまた新しいテーマを見つけ作品にする。

ルールとしては短編。
30P以上にはしない。

順次アドバイス。

授　業　内　容

CA2-24

アートストリートは載せたイラストは
自分のページとしてずっと残るので
人目に振れやすい。

「笑顔」「オリジナルメイド」「ヴィラン」
上記から最低一つを選びコンテストに出す。

常にネット情報紹介。ネーム許可者から下書きペン入れ。

到達目標・学習課題など



単位数

1

時間数

30

時数

授業科目名 同人誌制作実習（2）

担当者名 毛利　舞衣

実務経験
イラストレーター・漫画アシスタント
業務2022年～現在

教科書 配布プリント

学科 学年 学期 授業方法

イラストマンガ・アニメ 2 前期 選択 実習

科目種別

2 製作チーム分け・コミティアへの参加準備
表現したい作品ジャンルでチーム
分けを行う

授業概要
同人誌制作を通し、市場で流行している作品や表現方法を学ぶ
個人で製本する技術を身に着ける
同人誌即売会へ参加し、各々の作品を頒布し、今後の活動の礎を築く

学習到達
目標

チーム・個人での参加を経て、即売会への知識と経験を積む

評価方法 出席率

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーリング・講義内容について 講義説明

10 コミティアへの参加

3 コミティアへの参加準備

イラストの制作を行う
本の製本作業や
直接参加の準備が出来る

4 コミティアへの参加準備　申し込み

5 コミティアへの参加準備

6 コミティアへの参加準備

7 コミティアへの参加準備

8 コミティアへの参加準備

9

11 コミケ参加準備・チーム分け 次回参加に向けたチーム分け

12 制作会議

イラスト制作を行う
本の製本作業や
直接参加の準備ができる

13 作品制作

14

15 作品制作

CA２-25

作品制作

イベント直接参加

コミティアへの参加準備



単位数

4

時間数

120

時数

CA2-26

授業科目名 デジタルアニメ制作

担当者名 小宮山 純子

実務経験
アニメスタジオでアニメ作画を担当。現
在フリーランスのアニメーター

教科書

学科 学年 学期

・配布資料（プリント）

授業方法

イラスト・マンガアニメ 2 通年 必修 講義・実習

科目種別

授業概要
ClipStudioによる基本的なデジタル動画制作技術の習得と、『作品制作Ⅱ』完成のため、撮影や彩色等各デジ
タル操作の技術を習得する

学習到達
目標

アニメ制作の描画系全工程を踏襲し、『作品制作Ⅱ』作業と連動して完成を目指す

評価方法 制作作業への取り組みと、各自が担当した成果物への評価など

7 ClipStudioにてアニメ動画制作「仕上げ」と「movie書き出し」

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ClipStudioにてアニメ動画制作「原画クリンナップ」

ClipStudioのアニメ描画に特化した
機能を習得するのが目標。描画、
仕上げ、movie書き出しまでを学ぶ

2 ClipStudioにてアニメ動画制作『アニメーションセル』を使って中割り

3 ClipStudioにてアニメ動画制作『アニメーションセル』を使って中割り

4 ClipStudioにてアニメ動画制作『アニメーションセル』を使って中割り

5 ClipStudioにてアニメ動画制作『アニメーションセル』を使って中割り

6 ClipStudioにてアニメ動画制作「仕上げ」

8 ＣｏｒｅRETASによるカメラワーク「PAN」

『作品制作Ⅱ』での撮影作業に向
け、カメラワーク・エフェクトを、学ぶ

9 ＣｏｒｅRETASによるカメラワーク「TU・TB」

10 ＣｏｒｅRETASによるカメラワーク「SLとFollow」

11 ＣｏｒｅRETASによるカメラワーク「ピン送りと画面動」

12

18 動画作業

ＣｏｒｅRETASによるエフェクト「レイヤーTU・TB」

13 ＣｏｒｅRETASによるエフェクト「透過光と放射光」

14 ＣｏｒｅRETASによるエフェクト「レンズフレアと色合い・色パラ」

15 ＣｏｒｅRETASによるエフェクト「クロス透過光と波ガラス」

16 『作品制作Ⅱ』作業へ移行　「色指定」 『作品制作Ⅱ』のキャラ表スキャ
ン。線修正後キャラクターの配色決
め17 色指定

19 動画作業

20 動画作業＆完成した動画の仕上げ(彩色)作業
動画作業と並行して仕上げ作業着
手

28 仕上げ作業＆背景制作

21 仕上げ作業＆背景制作着手

仕上げ作業は動画の進行状況に
影響されるため、同時進行で背景
制作(Photoshop)を進める

22 仕上げ作業＆背景制作

23 仕上げ作業＆背景制作

24 仕上げ作業＆背景制作

25 仕上げ作業＆背景制作

26 仕上げ作業＆背景制作

27 仕上げ作業＆背景制作

29 仕上げ・背景のリテーク作業
撮影作業用の素材(彩色済み動
画・背景)全UP

30 最終チェック(リテーク作業含む) 全素材、完全版で全UP



単位数

8

時間数

240

時数

22

20

正面の歩き、パースを正しく理解
出来ているかの確認

パース・回転の復習

正面の走り
BG動画付き

より動きを自然に見せる方法を
理解する

ポートフォリオの作成

　馬　走り　２

　馬　走り　３

　犬　歩き　１

　犬　歩き　２

　犬　走り　１

　犬　走り　２

　ねこ　１

　ねこ　２

　ねこ　３　（鳥）

まとめ

26

人間以外の動物の動きを習得する

16

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

2

15

歩き復習　1

歩き復習　2

歩き復習　3

歩き復習　4

就職模試　1

就職模試　2

就職模試　3

走り復習　１

走り復習　２

走り復習　３

走り復習　４

授業概要
1年次に行った作画の応用
就職に向けて作品制作

学習到達
目標

ポートフォリオに入れても恥ずかしくない作品の制作

評価方法 出席率、課題提出

予備動作　1

予備動作　2

就活作品作成　１

就活作品作成　２

動物骨格

　馬　歩き　１

　馬　歩き　２

　馬　歩き　３

　馬　走り　１

授業科目名 作画実習（２）
担当者名 伊藤由起子

実務経験 アニメスタジオでの勤務経験あり

学年 学期

通 必修 実習

科目種別

14

30

10

11

12

13

27

28

29

23

24

25

19

17

18

21

CA2-27

7

8

9

2

3

4

5

6

授業方法

・配布資料
イラスト・マンガアニメ科

教科書

・アニメ作画のひみつ①②
学科


