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建学の精神

桃李不言下自成蹊
とうり

こみち

桃李もの言わざれども下おのずから蹊を成す
大阪成蹊学園の建学の精神ならびに
「成蹊」
の名称は、中国の司馬遷の
『史記』
に由来しています。
その意味するところは、
「桃や李は何も言わないが、
その美しい花や実にひかれて人が集まってくる
ので木の下には自然と小道（蹊）
ができる」
という意味です。徳が高く、尊敬される人物のもとには徳
を慕って人々が集まってくるという譬え
（たとえ）
です。本学の教育は、
このような徳のある人物の養成
を目標としています。

行動指針

ち ゅ う じ ょ

忠恕
夫子の道は忠恕のみ
「忠」
は誠実、
「恕」
は思いやりを表わし、
誠を尽くし人の立場になって考え行動するという意味です。
大阪成蹊学園では、
建学の精神を実践するにあたり、
「忠恕」
を行動の指針としています。

芸術学部
造形芸術学科の
教育目的

芸術教育をとおして成熟した人格形成を達成し、
自己のもつ想像力や感性を磨くことで、独創的な
発想や表現ができる創造力を育てます。
また、
芸術をとおして多様な価値観を享受する力を身につけ、
社会における人間同士のコミュニケーション能力を高めることで、学園の掲げる行動指針である
「忠恕」
にかなう、誠実で思いやりのある人間形成をめざします。
さらに、芸術による社会貢献を目標
に掲げて、
より実り豊かな未来を実現すべく活躍できる
「人間力」
を備えた人材を育成することを
教育目的としています。

大阪成蹊大学芸術学部
OSAKA SEIKEI UNIVERSITY FACULTY OF ARTS 2023

進化を続ける芸術力で
社会をリードする
クリエイターになる。
世の中に並走して、学びの場も常に新陳代謝を続ける。
手に入れるのは、普遍の人間力と時代を読み取る創造力。
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﹇ 新コース グラフィックデザインコース 紹 介 ﹈

SEIKEI TOPICS
ビジュアルデザインコースが

グラフィックデザインコースへ
進 化し、
さらに実 践 的な学びへ。

グラフィック

広 告デザイン

パッケージ

エディトリアル

企業連携

新しい 時 代のニーズに合わせた
学びの特 色を可 視 化 。
変 化の激しいデザイン業 界で 対 応できる
スキルや 知 識を高め、社 会の変 化に
柔 軟に対 応できるデザイナーをめざす。
詳しくはP48へ

W E B /アプリケーション

UI / UX
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学部長ごあいさつ

Greetings from the Dean

学 部 長・教 授

糸曽 賢志

社 会に求められる
「 芸 術 力 」を育てよう。
本学部が考える
「芸術学部」は、社会に参加
できる
「芸術力」。すなわち、社会から求められる
ものに対して、
周囲を巻き込んでモノづくりが行える
人材の養成を目標としています。

Kenji ITOSO

４年間の学びでは、基礎から技術、理論、
そして
芸術的表現力をより高い水準に引き上げるカリ
キュラムを用意しています。
まず１・２年生では、
専門
用語の理解から始まりクリエイティブの基礎を確実
なものとする授業を展開。
３年生ではこれまでの
学びを発表する
「３年生展」
を運営し、企画力と
主体性を育みます。
もし学生のみなさんが
「こういう
人に会いたい」
「こんなことを勉強したい」
と声を
挙げてくれるならば、大学のあらゆるつながりを
活用し、期待に添いたいと思います。
また、
さまざま
な企画を立て、企業との連携やコミュニケーション
も活発に行っていきます。加えて、総合大学である
ことのメリットを生かして、他学部との連動や多彩
な友人関係から
「芸術学部」
の域を超えた幅広い
知見を得ることも可能です。
本学部には、
みなさんと同じような志を持つ学生
たちがたくさん集まってきます。思いを同じくできる
仲間の存在は一生の財産です。
そんな仲間たちと
芸術の楽しさを突き詰めると同時に、
社会に必要と
され、
喜んでもらえるモノづくりができるクリエイター
になってほしいと願っています。

インターネット教育システム
「eラーニング」を導入
オンライン授 業で効 率よく実力を身につける
本学部では、特定の科目においてeラーニング教材を導入。
いつでもどこでも自分のペースでプロクリ
エイターの講座を受講できるオンライン授業と従来の対面授業の良さを併せ持ったハイブリッドな
学びで、
より効果的で効率的に知識・技術の修得をサポートします。
また質問や課題提出ができる

デジタルハリウッド
15年以上eラーニングの開発と大学
機関での運用を続けた知識とノウハウ
を持つ。学校法人向け動画教材導入
支援をはじめとしたコンサルティング

マイページを設定し、初学者の方でもスムーズに学修できるシステムを用意。時代に即した方法で

サービス事業、
スクール事業、
大学・大学院

クリエイティブな学びを可能にします。

事業など事業内容は多岐にわたる。

マンガ・デジタル
アートコース

インテリア・
プロダクト
デザインコース

アニメーション・
キャラクター
デザインコース

Manga and Digital
Arts Course

P06

Interior and
Product Design Course

Animation and
Character Design Course

P80

P20

ファッション・
コスチューム
デザインコース

Arts

Fashion and
Costume Design Course

ゲーム・
アプリケーション
コース
Game and Application
Course

社会で活きる芸術力を身につけ
世界へ羽ばたく、8つのコース。

P70

バーチャルメディア・
ボイスクリエイター
コース

イラストレーション・
美術コース
Illustration and
Fine Arts Course

P60

P30

グラフィック
デザインコース

Online Contents
Design Course

P38

Graphic Design Course

P48

目 次

02

トピックス

48

04

学部長ごあいさつ / コース一覧 / 目次

60

イラストレーション・美術コース

06

マンガ・デジタルアートコース

70

ファッション・コスチュームデザインコース

20

アニメーション・キャラクターデザインコース

80

インテリア・プロダクトデザインコース

30

ゲーム・アプリケーションコース

90

施設・設備紹介

38

バーチャルメディア・ボイスクリエイターコース

91

全国アート＆デザインコンペティション / アクセス

NEW

グラフィックデザインコース

＊カリキュラムなどは予定であり、変更の場合があります。
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MANGA
AND
DIGITAL
ARTS
マンガ・デジタルアートコース

創造の原点を学び、
マンガ・デジタルアートの
プロになる。
基本的な知識から実際の制作に至る応用技術まで、
マンガ・イラスト制作のノウハウを、現場の第一線で活躍
するプロに学びます。
近年人気のライトノベルの表紙絵や
挿絵などに見られるマンガ・イラストレーションとしての

1
2

「世界観・キャラクターづくり」
まで、4年間を通じて計画
的に学ぶことで想像力とスキルを高めます。
マンガ・デジタルアートコース
WEBサイトはこちら

3

プロのトップクリエイターから直接学ぶ
マンガ、
イラスト、
ゲーム、SNSなど、業界の第一線で活躍
するプロのクリエイターが、一人ひとりの個性に合わせて
直接指導します。

実習授業で、時代に即した技法を修得
マンガ、
イラスト表現の多様化するニーズに応えられる
よう、最新のデジタルツールを駆使し、時代に即した技法
を実践的に学びます。

伝えるためのコミュニケーション力を修得
自分の作品が読者にどう伝わるかを常に考える習慣
づけをし、企業連携やコンテストなど外部との関わりの
中でプロをめざします。

MANGA AND
DIGITAL ARTS
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学びの領域

AREA OF LEARNING

キャラクター
デザイン
Character
Design

ゲーム
・
グラフィック

マンガ
Manga

Game Graphic

MANGA
AND
DIGITAL
ARTS

イラスト
レーション
Illustration

WEB
・
スマートフォン
アプリ

CG
・
フィギュア
CG / Figure

WEB / Smartphone App

教員メッセージ
野口 周三
特別招聘教授
□
□

コース主任

シナリオ論 □ 基礎実習 □ 専門研究
専門演習（マンガ） □ 卒業制作・研究

井上雄彦氏の記録的大ヒット作『スラム
ダンク』
のスタッフとして活躍。
マンガ家、
映画・アニメのプロデューサー・ディレク
ター、脚本家としても活躍中。赤塚賞など
受賞多数。

視野を広げつつ
実践力を鍛える
授業では、第一線で活躍するさまざまなクリエイターによる
講義や制作現場でのアシスタントなど、視野を広げつつ
実践力を鍛えるカリキュラムを用意しています。
アナログ
からデジタルまで、幅広い技術の基礎から応用を楽しく
学びましょう！

ピックアップ

PICK UP

1

コンピュータによるイラスト作成

MANGA AND
DIGITAL ARTS

PICKUP

デッサン、
クロッキーなどアナログの基礎技術の修得はもちろん、
パソコンや液晶タブレットなどデジタル化が進む今の時代に
求められているスキルを身につけます。

PICKUP

2

オンライン出張編集部
自分の作品をプロの編集部に評価してもらうため、著名出版社が
オンラインで出張編集部を行う制度です。
実際に集英社や白泉社、
講談社、comicoなど、多数の編集部が実施。学生に担当編集者
がつき
「新人賞」
や
「連載」
を獲得した学生も数多くいます。

PICKUP

3

ＮFTアート・メタバースへの参加
NFTアートとは、
デジタルアートとNFTを掛け合わせた作品のこと。
オンラインで参加できるバーチャル空間（メタバース）
や美術館に
学生がNFTアートを展示・販売出来る仕組みをいち早く作り、
授業内で実践しています。

PICKUP

4

コースイベント（ギャラリー展）
毎年5月～6月頃に開催されるコースイベント。様々な学生作品が
展示、
公開され、
マンガ・デジタルアートコースの全てが分かります。
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コーストピックス［学生インタビュー］

ゲーム制作会社に就職する

山元 菜央美

NAOMI YAMAMOTO

株式会社
レベルファイブ

就職

漫画や３Dなど幅広い学びを

ゲーム制作に生かしたい。

小学5年生の時に内定先のゲームと出会い、
「キャラ
クターデザイナーになりたい」
という夢を持ち続けて
きました。大学では夢を叶えるため、漫画やイラスト、
アニメ、3Dなどゲーム以外にも視野を広げて勉強を
重ねてきました。4月からは、
デザイナー職としての
仕事をスタートさせます。同社ではアニメや漫画など
クロスメディア展開を中心としたゲーム制作を行なって
おり、
4年間で学んだゲームプラスαの幅広い分野の
制作経験を生かしていきたいです。世界中の人々に
影響を与えられるようなゲーム制作者になれるよう、
ずっと学び続けたいと思います。

INTERVIEWS WITH STUDENTS

背景を描ける力を身につけ
開発・デザイン職の強みに。
高校生のころは漠然と
「絵を描く仕事がしたい」
と
考えていました。大学で漫画だけでなくゲーム関係
のイラストについて学ぶ中でゲーム開発に携わりたい
気持ちが高まり、
キャラクターだけでなく、
背景もきちん
と描けるようにと心がけてきました。就職面接時には
背景込みスチル絵を評価いただき、大きな強みと
なりました。
また学内のポートフォリオ座談会での経験
も自分をアピールするための自信につながったと感じ
ています。内定先では興味あるプロジェクトが進行
しています。
私も開発やデザイナー職として参加できる
よう、
さらなるスキルアップをめざします。

西村 美 穂

就職

MIHO NISHIMURA

株式会社
ゲームスタジオ

MANGA AND
DIGITAL ARTS

2 名の学 生にインタビュー
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卒業生インタビュー

INTERVIEW WITH GRADUATE

ジャンプGIGA2022WINTER掲載！
！

辰井 琴美

Kotomi TATSUI

おむたついこと

P.N.

マンガアプリ
「COMICO」
の公式作家や、
「Gファンタジー」
で連載経験を
持つ辰井琴美さんがジャンプGIGA2022WINTERにて読み切り作品が
掲載されました。現場経験豊富な教授や講師陣による実践的な授業や
演習が作品づくりに生かされているのだとか。
「 大学での学びが自分の
チャレンジにおおいに役立っている」
という辰井さんに話を聞きました。

MANGA AND
DIGITAL ARTS

『月刊Gファンタジー』連載から、
憧れの『週刊少年ジャンプ』へ！
連載をめざして、私が学生時代に取り組んだこと。
COMICOで少女漫画を週に1度更新していましたが、2年半以上にわたって連載を続けて
きたのには理由があります。
それは、将来の夢である誌面の連載作家になるために「描く」
ことを癖にしたかったから。
スピード感をもって作品づくりを行えるWeb漫画の制作は良い
経験となり、
スキルアップの面でも確実に効果が表れました。
その後、在学中に『月刊Gファンタジー』で運よく連載を獲得。
目標のひとつだった単行本
（コミックス）
も出すことが出来ました。
そして今は、子供のころから憧れだった『週刊少年ジャンプ』での連載をめざし、ジャンプ
GIGA2022WINTERでは、
ついに作品が掲載されました。
これからも努力を怠らず、
目標達成へ
向けて頑張っていきたいと思います。

シナリオづくりなど力が付く授業がいっぱい
ここには幅広い学びが用意されています。
連載を続ける中で感じたことは、
ストーリー作りの大切さです。野口先生の
「シナリオ論」
は１年
生から受講し、毎回楽しみにしている授業のひとつでした。物語作りのセオリーやテクニックを
学ぶことができ、
自分の作品づくりにも大変役立ちました。
また、背景パースの授業などでは、
アナログとデジタルの両方を学ぶことができます。最近の現場はデジタルで制作することが
ほとんどですが、
アナログの知識や技術があれば、作品づくりの選択肢が広がります。夢に
向かって幅広い学びから多くのことを吸収してほしいです。
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卒業生インタビュー

INTERVIEW WITH GRADUATE

YUME MITSUKI

ゆめみつき

P.N.

■『密かな花笑み』

連載作家インタビュー

月刊少年ガンガンで「女子高生はおはようって言う」
を

■ 連載作品『女子高生はおはようって言う』

連載中のゆめみつきさんに、連載を続ける苦労や喜び、
大学での学びについて伺いました。

在学中に受賞し連載を始めたことが
今につながっています。
出版社の賞への応募は積極的に
参加することをオススメします。
入学前はイラストレーターに憧れていましたが、
在学中に漫画を
描きはじめてから、今はそちらの活動がメインになっています。
連載に至った経緯は、以前他誌で受賞した作品を
『月刊少年
ガンガン』
に再応募して受賞したことがきっかけで、
お話を頂き、
同誌の
「女子高生はおはようって言う」
で、連載に至りました。
在学中に連載の仕事を始めたことが今に直結しているので、
学生の内に作品を完成させて賞への応募やイベントへの参加
などで出版社や企業との繋がりを持つことが重要だと考えて
います。今は、出版社の漫画、
イラスト賞にネットからでも応募
することが出来るので、気負わず積極的に参加することをオス
スメしたいです。
また、作品では読みやすい構成を心掛けています。最近は
スマートフォンで読書をする人も増えたため、
電子機器でも読み
やすい大きめのコマ、
吹き出し、
フォントを使う工夫をしています。

■『薔薇装束』

受賞・連載実績

INTERVIEWS WITH STUDENTS

『全国学生選手権2 019』準優勝＆連載！

MANGA AND
DIGITAL ARTS

comicoマンガ で受賞者続出！
！
「コンプレックス交 換サイト」 comicoにて連載中
授業で磨いた表現力が認められ
スカウトで連載を獲得！
comicoの担当編集の方に声をかけていただき、小説を
原作としたコミカライズを担当。ホラー要素のある作品
なので、
読者が画面をスクロールした際にゾッとするような
登場人物の表情を心がけました。苦労したことはセリフと
描画の表現のバランス。原作の文章をそのまま入れて
しまうと読みづらくなるので、野口先生に指導いただいた
「読者目線で描く」
ことを意識して分かりやすく制作しま
した。背景やパースなど大学で培った基礎的な技術力が
作品の魅力作りに役立っています。

山本 寛子
漫画誌『ハルタ』
の新人賞にて、
受賞＆プロデビュー！
新進気鋭の若手漫画家の作品が掲載
される漫 画 誌『 ハルタ』
（株式会社
や た がらす

KADOKAWA）の新人賞「八咫烏杯」
にて、受賞！

『全国学生選手権2020』入賞

『ベスチャレ月間賞』
入賞

「夢のような話していいですか」
P.N.ゆきノコ

「人魚に日差しは眩しいの」
堀田 ひおり

佐藤 みこと
異世界転生をテーマにした漫画を読んでいる
うちに、自分もこんな物語を描きたいと思った
ことが制作のきっかけです。見知らぬ部屋で幼い
女の子になった主人公が目覚めた後のやわらか
な世界観の描写や、読みやすさを意識したコマ
割りに心を砕きました。光の差し具合や影の
落ち方など、講義で写真を学んだ経験も物語の
空気感を描く上で役立っていると思います。

木下 佑嘉

堀田 ひおり

佐藤 みこと

本作の作画を担当。デジタルイラ
ストもマンガも大学で初めて学び
ましたが、絵を評価いただき自信が
つきました。
こだわったのは夏らしい
色合いと、
キャラクターの表情。
今後
も、原作の面白さを引き立てられる
作画をめざして頑張ります。

8月の賞への応募を意識して夏の
イメージの水と、コア読者である
高校生の共感を得やすい受験や
学校をモチーフにしました。受賞時
にいただいた講評がとても勉強に
なりましたので、
さらに構成力を高めて
マンガの原作デビューをめざします。
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受賞・連載実績

マンガラボ（白泉社）ヤングアニマル賞
「色葬」
初めてのこと、
苦手なことを
克服して魅力にする力で

シナリオ論の授業での学びが
プロとしての仕事にも貢献！
私が高校生の頃は、
スケッチブックにただ好きな絵を描い
ているだけでした。ですが、大学に入り、野口先生の授業
を受けたことで、
それではプロのクリエイターにはなれない
と自覚しました。卒業した今も、学生の頃に学んだことをよ
く振り返りますが、一番勉強になったと思う授業は、野口
先生がご担当されているシナリオ論です。シナリオ論で
は、映像作品を鑑賞しながらストーリー作りのノウハウに
ついてしっかりと学ぶことが出来ます。
また、野口先生との
マンツーマンでの面談では、
自分の作品のフィードバック
をいただけるだけではなく、現役クリエイターである先生
の的確なアドバイスにより、
どうすればプロのクリエイター
になれるのか、
自分に何が必要なのか、更にクリエイター
として生き続けるために必要な考え方を教わりました。改
めて、今の私があるのは、
このコースのおかげであると思
います。
マンガ•デジタルアートコースでは、
プロをめざす人
にとって、
なくてはならない術を学ぶことが出来ます。長い
ようで短い大学4年間ですので、
ここで学べることを貪欲
に吸収し、学生生活を充実させてください。

YUZUKI MO MO I

「Alive」

桃 井 ゆづき

サイコミ漫 画 賞 2 0 2 1 大 賞

KANA INOUE

御薬袋 夢吐

P.N.

井上 佳奈

皆に愛されるマンガを描きたい。

応募対象がフルカラーであることを活かし、人の目が知覚する
「色」
をコンセプトにしました。縦スク
ロールのマンガを描くのは初めてで、
コマの配置や構図、人物のサイズなどに苦労しました。
そんな
苦手に向き合ったおかげで、
カラーと縦スクロールを活かした構図、
自分自身が一番こだわった世界
観を評価いただき、
本当にうれしかったです。
作品制作に際しては、
授業で教わった絵の基本や、
座学
での知識が世界観づくりに役立ったことを実感。今後も画力やコミュニケーション能力の向上など
課題を克服しながら、
「誰もが知っている愛されるマンガを描く」
という夢に向かって頑張ります。

INTERVIEWs WITH STUDENTs

経験値を上げつつ次を狙う。
才能がありつつもチームに恵まれない捕手と、剛腕
の女子高生投手が活躍する野球漫画「リトル・
ブル」のキャラクターデザイン＆作画をコンペで
獲得。
コミックDAYSほかWeb3媒体で約30頁を
隔週連載しています。今回初めて3名ほどのアシス
タントさんを加え、3日で下書き、1週間でペン入れ、
残りで追い込み、他の作品の制作、SNSで発信と
大忙しの毎日を送っています。

MANGA AND
DIGITAL ARTS

挑戦の日々の中、

Hayato SATO

連載漫画の作画をコンペで獲得！

佐藤 駿光

連載作家インタビュー

第６回ジャンプルーキー！アナログ部門賞

佳作『 CHANGE！』

昔からマンガ家になりたいと志望しており、
ここならマンガ
のことを深く学べると思い本コースへの進学を決意しま
した。入学後は専門的な授業に加え、先生や先輩方に
作品を見てもらい、
そのアドバイスをさらに分析して、
力を身につけることができました。
その成果として、在学
中に「週刊少年マガジン マガジングランプリ2018年
11月期」で奨励賞を、卒業後に「第６回ジャンプルー
キー！アナログ部門賞」
を受賞することができました。
今回
の賞が受賞できたのは、卒業後も野口先生からご指導
をいただくことができたからだと思います。今後も、読者
に共感してもらえる努力を続けていきたいと思います。

柴田 優 生

最大限に生かすことで力がついた！

YUKI SHIBATA

先生や先輩方からのアドバイスを

その他の主なデビュー・受賞作（イラスト含む）
集英社マーガレット
準グランプリ

ゆめみつき

その後、月刊少年ガンガンにて
「女子高生はおはようって言う」
で連載

講談社アフタヌーン四季賞
準大賞

桃井 優月

ComicFesta読み切りデビュー

山田 萌々華

月刊Gファンタジー
入選

辰井 琴美

集英社ジャンプSQ.
編集部特別賞

品川 千陽

第46回新人漫画賞
グランドチャレンジ
月刊少年マガジン
（講談社）
奨励賞

佐伯 実咲

まんが王国にて連載
『お葬式にJ-POP』

木村 榛花

リクルート系Webサイトにて
イラストデビュー

京田 祐子

ガンガンONLINE
マンガ家オーディション期待賞
『メディカルスリープ』

田中 凜

他多数受賞
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就職実績

THE FINDING EMPLOYMENT RESULTS

大手ゲーム会社

勤務

勤務先ゲーム会社の代表作：
「グランブルーファンタジー」
「アイドルマスターシンデレラガールズ」等多数

濱本 修平

チームでの制作体験が後押しした
ゲーム会社勤務への道。

『アメジスト』

ゲーム

勤務先は人気の高いコンテンツを数多く発信
するソーシャルゲームの開発会社。
もともと勤務
先が作るゲームが大好きだったことに加え、
在学中にチームでゲーム制作をした経験が
志望動機の一つになりました。
それまでは絵を
描くという個人作業が当たり前だったので
不慣れな部分もありましたが、
助け合いながら
試行錯誤する中で一人では作れないレベル
の作品が完成していく過程を目の当たりにし、
チームでのものづくりへの憧れを強くしました。
今は本コースで学んだデジタルアートをはじめ
とする実践的な技術とコミュニケーション力を
活かし、周囲と協力しながらユーザーの心を
動かすタイトル制作に携わっています。

『トパーズ』

株式会社ユークス

ゲーム

就職

森 彩加

株式会社エイチーム

ゲームメーカーのデザイナー職として内定が
決まった会社は、大学の企業説明会をきっ
かけに知り、
社員の個性が輝く雰囲気や、
長く
勤められる体制にひかれて志望しました。
面接では絵コンテと映像編集ソフト
「After
Eﬀects」
の経験を聞かれ、
授業で習っていて
良かったと思いました。
幅広いデザインワーク
を行う職場では、大学で学んだ多様なソフト
スキルが存分に活かせそうです。

ゲーム

勤務

市川 友美

株式会社カプコン

4年次にインターンと面接を経験する中で、
自分は「一つの目標に向かって仲間と共に
努力したい人」
だと自覚。
そういう人の集まり
だと確信した今の勤務先に就職を決めました。
ゲームアプリ制作の仕事では、制作スキルと
共に身につけた
「なぜ？」
と考える工程を大切
にしています。就職活動では就職部の面談
での的確なアドバイスと、1年の頃からポート
フォリオを作成してきたことが役立ちました。
ゲーム

勤務

株式会社スマイルアクス

山本 優理奈

福盛 由基
入学当初、
自分の画力を過信して技術ばかり
を求めていた私に、
担当の野口先生は考え方
や経験が絵の深みにつながると教えてください
ました。志望企業に入社できたのも、作品
づくりにどんな意味を込めるか、
背景までしっ
かりした考え方を持つことができていたからだ
と思います。今はプロとして、
これまで以上に
技術・考え方・経験を追求しながら、
自分独自
の発想と軸を確立していきたいと考えています。

主な就職先（ジャンル）： ゲーム アニメ イラスト CG

勤務

デザイン

企業の方に直接作品のアドバイスをいただ
ける座談会をはじめ、
大学の就職サポートが
役立ちました。内定先は家庭用からスマホ
まで幅広く企画開発している東京のゲーム
会社。
3Dモデリングの授業やゲーム制作など、
漫画やイラスト制作以外にも幅広く学べた
知識や技術が活かせそうです。第一線で
活躍中の先生方に指導いただいたおかげで、
実践力が身についたと思います。

IT

WEB

一般就職

他多数

学生作品紹介

STUDENT WORKS

MANGA AND
DIGITAL ARTS
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ANIMATION
AND
CHARACTER
DESIGN
アニメーション・キャラクター
デザインコース

アニメ、
キャラクターデザインから、
日本の文化を創造する。
アニメーター、
キャラクターデザイナー、
イラスト
レーターはもちろん、
ゲームデザイナーをめざす
人にもふさわしいのが本コースの学び。
プロと
二人三脚で創り上げる授業内容で、技術だけ
でなく、
ビジネスプランやマーケティングといっ
たプロデューサーに求められる能力の開発に
も取り組みます。
アニメーション・キャラクターデザインコース
WEBサイトはこちら

1
2
3

幅広いジャンルの表現手法を学ぶ
アニメ、
ゲーム、映像、
アプリなど、
さまざまな媒体での表現手法を
学び、
ジャンルを問わず活躍できるクリエイティブ力を養います。

エンターテインメントの現場を学ぶ
商業用に使用されたデジタルデータを教材として使い、実践的に
エンターテインメント・メディアの技術を学びます。

業界での活躍につながるスキルを身につける
監督やプロデューサーに必要な力のほか、デザイン力、企画力、
音響技術など幅広いスキルを身につけ、企業連携やコンテストへの
応募を通じて、
エンターテインメント業界への就職へとつなげます。

ANIMATION AND
CHARACTER DESIGN
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学びの領域

AREA OF LEARNING

３D
２D
アニメーション アニメーション
2D Animation

3D Animation

イラスト
レーション

フィギュア
Figure

Illustration

ANIMATION
AND
CHARACTER
DESIGN

デジタル
彫刻

キャラクター
デザイン
Character
Design

Digital
Sculpt

アプリ
デザイン

映像
Video

Application Design

教員メッセージ
和田 真一

コース主任

准教授
□
□

専門基礎演習
専門展開演習

□

専門基幹演習

専門は3Dデジタル彫刻と美術解剖
学。
研究テーマは
「デジタル彫刻によ
る3DCG造形、
またそこから派生す
る立体造形物制作方法の発見と最
適化」
。
ZBrush教育の第一人者。

人体造形の基礎知識と
業界標準ソフトを学んで即戦力に。
私の担当は
「3Dデジタル彫刻」
と
「美術解剖学」
です。人体の正しい骨や筋
肉の構造を美術解剖学的に正しく理解し、
エンターテインメントコンテンツ
制作現場で使われているソフトウェアや3Dプリンタ、3Dスキャナなどに習熟
することで、社会に出る準備を整えます。3DCG業界の標準デジタル彫刻ソ
フトZBrushも、
公認インストラクターである私がわかりやすく教えます。

ピックアップ

PICK UP

学部長 糸曽賢志が
2 本の劇 場大作にメインで参 画 。

1

ANIMATION AND
CHARACTER DESIGN

PICKUP

映画「劇場版マクロスΔ絶対LIVE! ! ! ! ! !」に
演出として参加

「マクロス」シリーズ誕生40周年を記念する劇場作品である本作は2021年10月8日
（金）
より全国の
劇場にて公開されました。歌とロボットバトルが融合するクライマックスから、物語の最後を締めくくる
感動のシーンまでの映画後半パートを糸曽学部長が担当しています。
コロナ禍だったこともあり、
アニメー
ションの制作、
アフレコに至るまで全て遠隔にて行われました。
スタジオで顔を合わせられない状況でも、
作品を完成させられる方法を考え、実践することで、
どこにいても仕事ができる手法を確立することが
できました。大阪にいながらアニメーションの仕事に携わりたいと考える学生のためにも、
そのやり方を
大学の授業でも伝えていきます。

1

グリーンバック
撮影

PICKUP

2

映画「マスカレード・ナイト」制作に
アニメーションとCG映像で参加
ベストセラー作家、東野圭吾が描く、累計発行部数470万部
を突破した大人気シリーズ小説。
その実写映画化、第二作と

2

なる
『マスカレード・ナイト』
に大阪成蹊大学の教員と学生が

素材作成

参加しました。驚くことに、
この映画は実際のホテルでは撮影
されていません。人気俳優たちの演技をロケセットやグリーン
バックの中で撮影し、
リアルなCGやアニメーションを後から
加えることで、
まるで登場人物がホテルにいるかのように
表現しているのです。
そういった撮影技法や合成手法などの
基礎技術も、
コース内の学びとして展開しています。

3

合成

学生の皆さんが現場を体験できる
プロジェクトも用意しています。
現在は2023年放送予定のTVアニメ
作品の監督としても始動中です！

学部長・教授

糸曽 賢志
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コーストピックス［新任教員紹介］

未来の働き方を創造する、
現役クリエイターの仕事論に学ぶ。
アニメーション・キャラクターデザインコースの4 年 間では、
基礎知識の修得とともにコミュニケーション力も鍛えていきます。
総合的な力を身につけて、
クリエイティブの現 場で輝く人 材を育 成します。

新任教員

内田 英 武

HIDETAKE UCHIDA

Profile
2016年、映像制作会社株式会社カンナジャパン
を設立。TVや劇場のアニメーション作品を中心
に、
ゲームやイベントなど多岐にわたる分野でディ
レクターとして活躍中。同社取締役副社長。前職は
国内最大規模の制作スタジオ株式会社ポリゴン・
ピクチュアズにて、CG制作のディレクション業務を
手掛ける。

COURSE TOPICS

ANIMATION AND
CHARACTER DESIGN

優れたバランス感 覚を持った

クリエイションを極めることは、

新 時 代のクリエイターへ。

コミュニケーションを極めること。

みなさんは、CGデザイナーやアニメーターの仕事に対してどんな

2017年、糸曽芸術学部長と日本とフィンランドの国交100周年記念

イメージを持っていますか？
「楽しそうだけど、仕事が大変そう」
なんて

アニメーションを制作しました。海外向けのキャッチーな表現と、限ら

思われる方もおられるかもしれません。私は以前、国内最大規模の

れたコストの中でクオリティの高さを追求できた思い出深い作品です。

制作スタジオで勤務しており、仕事の効率化とクオリティの両立をめざ

デザインや映像は、言葉ではない部分で人とつながれるコミュニケー

した映像ディレクションを担当していました。作業のオートメーション化

ションツール。学び続けることが人間としての深みにつながると感じて

や分業化などによりオーバーワークが少なく、
クリエイターとしても社会人

います。
私の授業では、
基礎的な絵画に基づいた制作ツールの使い方

としても快適に働き続けられる環境でした。
その上でより個人のカラーを

やチームで協働する喜びや楽しさなど、4年制大学ならではの学びを

作品に投影できないかと、映像制作会社「株式会社カンナジャパン」

伝えていこうと思います。私自身、社会人になってからよりものづくりに

を設立。個人のアーティスティックな作業に時間を費やせ、
より豊かな

ワクワクしています。CGグラフィックは、絵画やイラストなどと同じように

アウトプットができるような環境づくりに日々トライ＆エラーを重ねて

誰もが使える汎用的な表現ツールへと成熟していく過渡期にあります。

います。
「好きなことをしながら楽しく生きる」
ために、未来の現場でさら

学んだスキルで表現豊かなコミュニケーションができるように、ぜひ

なる自由な働き方を実現できるよう、努力を重ねていくつもりです。

本コースで、
クリエイターとしても人としても一緒に成長していきましょう。
VISUAL ART BOOK 24 | 25

授業紹介

1
美術
解剖学

2

姿勢と重心

自然な姿勢の人体を素描できるように、脊椎の
ナチュラルなカーブを捉え、
しっかりと地 面に
立っている人体の描き方を学びます。
また同時に、
体幹における重要な骨の知識も学びます。

筋肉構造を学ぶ

筋肉構造といっても、人体には数多くの筋肉が
あり、人体を描くために全ての筋肉を覚える必要
はありません。美術解剖学として必要な筋肉の
構造を学びます。

人 体を描く際に必 要となる
美術解剖学の知識を身につけ
ます。骨格・筋肉・脂肪・皮膚
など、
人体の構成要素について
理解を深め、運動力学の基礎
知識を得て、アニメーション
制作の基本となるポージング
について学びます。

キャラクターデ ザインを基 礎 から

1
コンセプト
アート

コンセプト設計

自分が伝えたいもの、表現したいものをコンセプト
アートとして描きおこし、
アイデアやストーリーを文章
化します。
そうすることで、制作物の目標がしっかり
と固まり、漠然とした不安を抱えたままものづくりを
することが無くなります。
教員からのコメント
教員からのコメント
そのままでアクションゲームのボスキャラに
なりそうな感じで「良い」
です。

ミニジオラマ
（ヴィネット）
をデジ
タル彫刻で制作するための、
コンセプトやデザインの描き
方を学びます。
また、
それらを
通して作品に対する考え方や
アイデアの生み出し方を学び
ます。

よく描けています。
贅沢な注文をすると、
設定に
若干の
「既視感」
があるので、代替案があると
「なお良い」です。誰も掘っていない金脈を
見つけてください。

CLASS INTRODUCTION

3

課題とフィードバック

毎回の授業では、事前にテーマに沿った課題が出されます。提出作品の
中で、
クラスに学びや気づきを与えることができる作品には、
教員からの添
削が受けられ、
それらはクラス全体に向けてのアドバイスとして、毎回の授
業で発表されます。
添削に選ばれるような作品を描けるようにしましょう。

教員添削

初心者は自分の描きやすい年齢、性別、体型のキャラクターばかり
を描く傾向があります。
あらゆる年齢、性別、体型の描き分けができる
ように、美術解剖学の知識を基にしながら課題に挑戦します。

教員からのコメント
個人の「クセ」
は誰にでもあ
ります。修正したほうが良い
「 悪いクセ」もあれば 個 性
に昇華できる
「良いクセ」
も
あります。大事なことは自分
がどうしたいかです。胴 体
が大きくなるクセは、おじさ
んを描く場 合 は 良いです
が、かっこいい青年を描く
ときはコントロールしないと
いけません。
デフォルメ体型で絵の幅を
増やしてみるとか。

学べる授 業が 充 実

2

年齢・体型の描き分け

ANIMATION AND
CHARACTER DESIGN

学生作品

4

人間を描く上で重要な知識体系を
「美術解剖学」
と
呼びます。
アニメーション・キャラクターデザインコース
では初年度から美術解剖学教育に力を入れています。

プロからのフィードバック

ひとつのアイデアから、世界を膨らませたり、設定
を生み出すためにはどのように考えたらよいの
か、
それぞれの作品に合わせたフィードバックを行
います。
ものの考え方や捉え方を教員に導いても
らうことで、
自分だけでは見つけられなかったアイ
デアを見つけることができます。

教員からのコメント
作品コンセプトに
「畏怖感」
の表現とあります。
あなたにとって
「畏怖」
とは？
何をもって
「キャラクターの関連性」
を示すか？
この部分を具体的に考えておきましょう。
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就職実績

株式会社
スクウェア・エニックス
就職

西尾 夏央里

「神は細部に宿る」をモットーに
隅々まで面白い作品を手がけたい。
数々の名作ゲームはもちろん、継続的に愛される
コンテンツを世に届ける幅広い事業内容に魅力を
感じ内定先を志望しました。本コースでは2年次よ
り課題の自由度が増し、
自発的な取り組みの中で
アイデア力や思考力が鍛えられます。成長できるカ
リキュラムで、常に自分らしく妥協せずに作品の細
部まで描き切る力が身についたと感じています。
ゲームの世界観やキャラクターにこだわり抜いた
面白い作品を手がけていきたいです。

株式会社SNK

就職

田垣 侑花

確かな実践力を身につけて
憧れの3DCGデザイナーへ！
自分が描いたイラストを自由に動かしてみたい。
その思い
から本コースを志望。知識を深めるうちに2Dデザイナー
から3DCGデザイナーへの憧れが強くなり、3年次の3月
から4月末にかけて短期集中で一気に作品作りを進め
ました。
内定を獲得できたのは、
1年次から実践的な基礎
力を修得できていたおかげ。内定先では、格闘ゲームに
おける3DCGのキャラクター制作を中心に活躍の幅を
広げたいと思います。

THE FINDING EMPLOYMENT RESULTS

株式会社
トライエース 就職
ANIMATION AND
CHARACTER DESIGN

メリカ

国内外の人の心を動かす
面白いゲームを発信したい。
日本でゲームの仕事に携わりたいという夢があり、
留学を決意。得意なイラストだけでなく、幅広い学び
でプロクリエイターとしての知識を広げられると感じ
本コースを選びました。専門知識の修得はもちろん、
言葉の壁も先生方に手厚くサポートしていただき、
第一志望の会社から内定を獲得。
本コースで磨いた
スキルを活かし、憧れの環境で世界中の人々の心
を動かすハイクオリティなゲームを制 作したいと
思います。

株式会社スタジオポノック

就職

濱川 稜也

幅広い好奇心と
挑戦心を持って夢への
チャンスをつかみ取りました。
アニメーション業 界を志した 時 期が 遅かっ
たため、
自分には画力も知識も足りないと感じ
ていました。
それでも内定を獲得できたのは、
さ
まざまな選択授業で幅広くアートの基礎を学べ
たことと、授業以外でもものづくりに取り組み、
感
性とスキルを磨けたおかげ。
自由な学風の中で、
自主性と積極性を持って過ごすことが夢を叶
える近道だと思いました。
とにかくやってみる挑
戦心がチャンスを引き寄せると思います。
VISUAL ART
BOOK
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GAME
AND
APPLICATION
ゲーム・アプリケーションコース

実践的な
ゲームグラフィックを学び、
ゲーム業界で活躍できる
プロを育成！
ゲームグラフィックのデザインを中心としてデッサン、
デザインの基礎力を身につけます。ゲーム制作
実習を繰り返し学び、現場で必要な力や素養を
身につけます。
２Ｄや３Ｄツールといったデザイン

1
2

スキルを修得しつつ、
アートディレクション、
チーム
運営能力など、
プロジェクトで活躍できる人材を
めざします。
ゲーム・アプリケーションコース
WEBサイトはこちら

3

「好き」から「プロ」へ。
４年制大学ならではのスキル修得カリキュラム
１年次は２Ｄツールやデッサンといった、
デザイナーの基礎能力を
身につけます。
２年次以降は３Ｄツールの「Maya」や「ZBrush」の
実習や、
デザインに関わる幅広い表現方法を修得しつつ、
自身の
得意を高い水準のスキルに育て上げます。

制作を通じた最新の現場ノウハウの獲得
ゲーム制作会社との連携や、実際の業界で利用されているゲーム
制作ツール「Unreal Engine4」
を使用するなど、
ゲーム制作体験を
通じたノウハウの修得や実践的な授業を展開していくことで、
業界で
「今」必要なスキルを修得します。

求められるクリエイターになるための
「人間力」を磨く
デザインスキルだけでなく、ゲーム制作実習を通じ、
アイデア力や
コンセプト設計力を高めます。
プロの制作現場と同じ制作プロセス
の体験を経て、
アートディレクション力やチーム運営能力を磨きます。

GAME AND
APPLICATION
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学びの領域

AREA OF LEARNING

キャラクター
デザイン
2D & 3D

モデリング
Modeling

Character
Design
2D & 3D

ユーザー
インターフェース

アニメーション
Animation

User Interface

GAME
AND
APPLICATION

背景
2D & 3D

モーション
Motion

Background
2D & 3D

テクスチャー

エフェクト

Texture

Effect

教員メッセージ
伊藤 俊輔
准教授
□
□

コース主任

専門演習
（ゲーム） □ 3年生展
プロジェクト演習
（ゲーム） □ 卒業制作・研究

2004年に株式会社トーセに入社。
プログラマーと
して家庭用ゲームの開発に携わる。代表作は「ドラ
ゴンクエストⅧ」
「ドラゴンクエストⅪ」
「ドラゴン
クエストモンスターズシリーズ」
など。
その他モバイル
アプリの開発などディレクターとしても活躍。

プログラミング的思考を通じて
ゲームの可能性に挑戦しましょう。
近年、
ゲームは生活をより豊かにするツールとして教育や
健康分野などで活躍の場を広げています。
プログラマーの
立場から他の分野にも転用できるアイデア・スキルを皆さん
にお伝えし、
より汎用性の高い能力を身につけていただき
ます。
「好き」
を突き詰め、
一緒に成長していきましょう。

ピックアップ

PICK UP

GAME AND
APPLICATION

本格ゲーム開発プロジェクト実施
サンプル

デザイン制作を学生が担当し
プロと協働でゲームアプリを開発。
産学連携の一環で行われた、
ディライトワークス株式会社
（現 株式会社ラセングル）
と
ゲーム・アプリケーションコースの学生によるコラボ演習です。前期・後期の授業を
通して、
一つのゲームアプリをプロのクリエイターと協働で開発。
制作を通じて、
ゲーム
業界のワークフローやクオリティレベルの経験値を高めていきます。
企画、
シナリオ、
スクリプト作業は塩川客員教授の指揮のもと、
ゲーム会社が担当。

完成

本学は、
アートディレクションを糸曽学部長、
システム設計を伊藤准教授、
デザインの
全般を学生が担当しました。
デザイン制作やプロトタイプの制作を経て、
デバックの
対応まで、
作業は多岐に及びますが、
ゲーム企業との開発は貴重な経験となりました。

キャラクターデザイン制作フロー例
発注

ポーズ
ラフ作成

選定

■

本制作
線画・着彩

企業

監修

塩川 洋介 客員教授
ファーレンハイト213株式会社 代表取締役
ゲームデザイナー・クリエイティブディレクター
2000年にスクウェア
（現スクウェア・エニックス）
に入社。2009年からSQUARE ENIX,INC.
（北米）
に出向。
帰国後、
スクウェア・エニックス・
ホールディングス、Tokyo RPG Factory、
ディ
ライトワークスを経て、2022年に独立。

■ 本学

納品

■ 過去に携わったタイトル
『KINGDOM HEARTS』『KINGDOM HEARTS II』『DISSIDIA FINAL FANTASY』
『MURDERED 魂の呼ぶ声』
『いけにえと雪のセツナ』『Fate/Grand Order』
『Fate/Grand Order Arcade』など

■ 著書
『ゲームデザインプロフェッショナルー誰もが成果を生み出せる、
『FGO』
クリエイターの仕事術』

■ 監訳書
『「レベルアップ」
のゲームデザイン』『「タッチパネル」
のゲームデザイン』
『おもしろいゲームシナリオの作り方』
『ゲームデザインバイブル 第2版 －おもしろさを飛躍的に向上させる113の
「レンズ」』
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受賞実績

INTERVIEW WITH STUDENT

現役ゲームクリエイターも多数参加！
！

CEDEC PERACON2021
審査員賞 受賞

PERACON（ペラコン）
とは、
ゲーム会社からなる一般社団法人CESAが主催するゲーム開発者向けの

CEDEC
PERACON
2021

技術交流イベントCEDECにおいて実施される、
ゲーム企画コンテスト。
プロアマ問わず応募でき、
与えられた
テーマに沿ったゲームの企画書をA4ペラ1枚にまとめ、
その優劣を競います。
ゲームクリエイターの育成を目
的としており、
プロの開発者や研究者、教育者が、作品に対して審査コメントを付けてくれるので、学生に
とっては大変勉強になります。
開催10年を超えたこのPERACONに、
本学はこれまで複数の上位成績者を
出してきました。2021年のテーマは
「キュン」。昨年に続き応募したゲーム・アプリケーションコース2年生
（当時）
の岡田ひなたさんが、応募総数300を超える中から、みごと3位
（審査員賞）
を獲得しました。

岡 田 ひなた

HINATA OKADA

『バキュン！
うつして
ハート』

『リビルドロキ』

GAME AND
APPLICATION

『ヒトフデナイツ』

独自性を生かして練り上げた
意外性のあるコンセプト
「キュン」
というテーマをどう遊びにするか。
それが最もこだわった点であり、
苦労したポイントでした。
テーマ解釈に幅があった昨年のテーマ
「しめる
（閉める、
占める、
湿る…）
」
に比べ、
「キュン」
は解釈が限定的。
当然多くなる
恋愛系の企画の中で、いかに埋もれないように独自性やインパクトを
出そうかと考え、
テーマ解釈にはギリギリまで時間をかけました。
「キュン」
の
モチーフであるハートと、
「バキュン！｣という銃撃音を掛け合わせたところ
がポイントで、
「キュン」
という情動的なワードとは相反する論理的なパズル
ゲームという意外性が良かったと思います。

面白さを言語化する力を鍛えて
皆を笑顔にできるゲームを創りたい！
審査員の方からは、企画書のデザインと、
テーマ解釈の独自性を評価して
いただきました。3DCGを使ったゲーム画面のイメージを入れたことも、
遊ぶ想像がしやすいとコメントいただき、
授業で身につけた技術が強みに
なっていると実感できました。
一方で、
深掘りが足りていないというご指摘も
あり、
遊びの広げ方に課題があることに気づくことができ、
多くの学びがあり
ました。今後は、
より説得力のある企画書が書けるよう、面白さを言語化
する力を鍛えていきます。
そして、
将来的には、
友達や家族との楽しい会話や
笑いが生まれるようなゲームが作れるクリエイターをめざします。

主な 活 動 歴
■ CEDEC

PERACON2021『バキュン！うつしてハート』3 位 審査員賞

■ 日本ゲーム大賞

アマチュア部門『ヒトフデナイツ』一次通過

■ ゲームアイディア創造コンテスト（バンダイナムコスタジオ）入賞
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コーストピックス［3年生展］

COURSE TOPICS

ゲーム・アプリケーションコース 3年生展

SEIKEI
GAME CENTER
会場設営の様子や作品紹介映像など
詳しくは動画でCHECK!

作品制作から運営まで。
学生の手による展示会を開催！
ゲーム・アプリケーションコースの3年生展を本学にて開催。展示テーマは
「SEIKEI GAME CENTER」。個人から複数人数でのグループで制作を行い、
コースの特色を前面に押し出したゲームコンテンツ作品から社会性を意識し
た作品まで、幅広くコンセプトを設定し、
さまざまな技法と表現が組みこまれた
作品が並びました。
また展覧会に向け、運営や広報、会場設置プラン、展示、
アンケートなどの担当に分かれたグループワークによる準備を行い、
制作のみ
ならず展覧会実施も学生主導で行われ、来場者にはさまざまな体験を行って
もらうことができました。

3年生展までの流れ

STEP

STEP

企画が固まり会場も決まったら、
作 品 作りに集 中します。実 際に
作っていくことで発覚する問題点の
解消や、
クオリティを突き詰めたい
部分の作りこみなど、
展示開催予定
ギリギリまで作業は続きます。

1 企画検討

3年生展についてどのような展覧会を
企画するのか、
それぞれが積極的に
関われるよう担当と役割を決めます。
また学生自身が運営、
広報、
設置計画
などの準備を行えるように、各担当で
グループに分かれ作業に取り掛かれる
状態を作ります。

3 作品制作

STEP

2

企画プレゼン
展覧会で発表する作品の企画内容
を発表し、担当教員からの評価、
指摘を受けブラッシュアップを行い
ます。制 作に入る前にコンセプト
設計からスケジュール管理を徹底
しておくことで実際に制作する作品
のイメージを固めていきます。

GAME AND
APPLICATION

STEP

5

３年生展の開催
2021年度は、9月上旬に4日間の展覧会を
実施しました。
自分たちが制作したコンテンツを
来場者に体験してもらうために、展覧会運営
や搬入・搬出など、学生たち全員が協力する
ことで、展示会を無事に完了することができ
ました。授業の経験を通じて、多くのスキルと
達成感を得る充実した機会となりました。

STEP

4 展示準備

展覧会の開催準備を行います。
ゲームコン
テンツを再生するパソコンの設置だけでなく、
展示ブースの作成や、説明書や作品にまつ
わるグッズ制作などの付属物を用意する
ことで、作品を彩る展示としての完成度を
高めていきます。
ブースの設置が完了したら、
入り口前にポスターの設置をして展示の
準備完了です。
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ONLINE
CONTENTS
DESIGN
バーチャルメディア・
ボイスクリエイターコース

インターネットで自分を発信、
最前線で活躍できる
クリエイターに！
ネットが媒介するYouTubeやインスタグラムなど、
先進的なメディアで世界を相手に活躍できる
最先端のクリエイターをめざします。撮影・編集・
配信に必要な映像・音響スキル、
および斬新な

1
2

ストーリーを生み出す企画力・発想力に加え、
声優・
ナレーターに不可欠な個の表現力を磨くことで、
メディアに革命を起こし、
新たなマーケットを創出し
得る人材を育成します。
バーチャルメディア・ボイスクリエイターコース
WEBサイトはこちら

3

ゼロからプロへの道筋をつける
１年次には映像・音響制作の基礎を修得。2年次にはさまざまな
ジャンルの作品にチャレンジし、
3・４年次では自己分析、
企業調査、
およびポートフォリオ制作などの就職サポートに加え、各自でオリ
ジナル作品の制作・発信を行い、傑出した個性と技能を養います。

時代の最先端をゆく教育カリキュラム
移り変わりの早いメディアの隆盛に追随し、常に最先端のスキルを
学ぶべく、現場で活躍する映像のプロ、現役の声優やナレーター、
広告代理店出身のプロデューサーなどを招き、学生が「在学中
デビュー」
をめざせるような実践的かつ能動的なカリキュラムを提供
します。

クリエイターに必要な「人間力」の獲得
企業の現場では中小から大手に至るまで
「コミュニケーション能力の
高い人材」
が常に求められます。本コースでは学生同士のグループ
ワークを積極的に行うことで
「人間力」
を磨き、
他者との関わり合いの
中で高い成果を出し得る人材の育成に努めます。

ONLINE
CONTENTS DESIGN
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学びの領域

AREA OF LEARNING

撮影・編集
& 配信
Production
&
Distribution

レコーディング＆
サウンドデザイン

キャスティング
＆パフォーミング

Recording
&
Sound design

Casting
&
Performing

アニメーション&
グラフィックデザイン

コピー&
シナリオライティング

ONLINE
CONTENTS
DESIGN

Animation
&
Graphic design

Copy
&
Screenplay
writing

取材・調査&
コンセプト開発

プロジェクト
マネジメント
Project
management

Researching
&
Concept
developing

SNS活用
Social engagement
design

教員メッセージ
浅田 伸

コース主任

准教授

成蹊基礎演習
専門基礎演習
□ 専門演習

スタディスキルズ
専門基幹演習
□ 卒業制作
・研究

□

□

□

□

映画、ＣＭ、MVなどのプロデューサー・監督・
CG・音楽アーティストとして数多の作品を制作。
近年は科学ライターとしても活躍中。代表作に
映画
「CASSHERN」
、
日清製粉のCMほか多数。

３つのスキルをバランスよく磨き、
メディアを自在に操る表現者をめざそう。
メディアで活躍する表現者には「パフォーマー」
「クリエイ
ター」
「プロデューサー」
という複眼的な３つのスキルが必要
です。
多様なカリキュラムで時代の付託に応え得る全方位的
な感性を鍛錬し、
エンターテインメント業界の日進月歩を
ものともせず、
したたかに大きく羽ばたく人材を養います。

ピックアップ

PICK UP

PICKUP

企画

1

取材・調査に基づいたコンテンツの
デザインと計画の立案
学生が自ら題材を選び、
コンテンツを企画します。
アイデアを具体
化する絵コンテ・台本の技術、計画の立て方を学びつつ、社会的
なニーズに目を向ける公共性を磨きます。

PICKUP

2

撮影・収録

動画や静止画およびナレーションやVTuberの台詞などをスタジ
オにて撮影・収録します。MCや声優の体験を通じ、安全かつ時
間内に成果をまとめる感覚を身につけます。

PICKUP

ONLINE
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パフォーマンスの体験と制作ワークフローの実践

3

編集

最新のソフトウェアを活用した高度な
演出スタイルの修得
コンピューターを駆使した編集に加え、
ロゴやアニメーションなど
の視覚デザイン、整音・効果音・音楽などの音響デザインに習熟
し、完成度を高めるためのスキルを体得します。

PICKUP

4

配信

SNSを活用した、機を逃さない
アジャイル的なコンテンツの発信
学生同士でグループを組み、出演者やカメラマンなどを役割分担
した上で、SNSユーザーとのエンゲージメントを分析しながら、
より
柔軟性の高い配信を実践します。
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コーストピックス［新任教員紹介］

発案力・目利き力・協働力を養い
セルフプロデュースできる自分へ
エンターテインメント業界の最前線で活 躍してきたトップクリエイターを教員に迎え、
芸 術分野で活躍できる人材をめざした「 社 会で必 要とされる企 画力」を養 成します。

新任教員

辰巳 清

KIYOSHI TATSUMI

Profile
株式会社アミューズにてコンサート、演劇・
ミュージカル、美術展など5000以上の公演
を演出・プロデュース。国内外で大型プロ
ジェクトの経験多数。文化庁専門委員など
芸術文化による地域活性化の社会活動も
行っている。

COURSE TOPICS

製作総責任者として携わったFUERZA BRUTA
『WA!! - Wonder Japan Experience-』
2017～2018年
Photo by Keiko Tanabe

展示演出を監修したスウェーデン国立美術館
『BORO- THE ART OF NECESSITY』
展
2021～2022年

落合陽一、冨永愛、ユイマナカザトらと作品制作に取り組んだ日中韓芸術祭
2021 in Kitakyushu『持続可能性と霊性 残響する躰と襤褸』2021～2022年

プロデューサーとして携わった10か国30組のアーティストによる国際的メディア
アート・フェスティバル
『TodaysArt.JP』2014～2015年

ONLINE
CONTENTS DESIGN

トップクリエイターとは

芸 術は特 殊な仕 事ではない

愚 直に努力を続けられる人

誰もが可 能 性を秘めている

私は新卒で株式会社アミューズに入社して30年あまり、
イベント・

私は、芸術に関わる仕事は特別な人だけが携われる特殊な職業では

プロデュースとアーティスト・マネジメントを中心に実績を積み、責任者

ないと考えています。
誰もがアーティストやクリエイターとして活躍できる潜在

としての担当部門が増えるにつれてマーケティングやPRなど領域横断

的な力を有していますし、
その能力は訓練によって伸ばすことができます。

的に業務の対象を拡げてきました。
また、
日本のみならず欧州、北米、

専門研究の授業では、短時間のワークを繰り返し行うことで、社会で

中南米、豪州、中国、韓国など世界各国のアーティストとの共同プロ

求められる芸術力の要素である発案力、
目利き力、協働力を養います。

ジェクトにも多数参画してきました。

それら3つの能力をバランスよく高めることで、
さまざまな社会活動に応用

学生の皆さんは、
アーティストやクリエイターとは、突然「ピン！」
とアイ
デアが閃く天才型の人間だと捉えているかもしれません。
でも実はそう
ではありません。皆ていねいな研究や地道な練習を繰り返しながら、

できるセルフプロデュース能力を体系的に修得することを目的とします。
また演習の授業では、
イベント産業振興協会主催のイベント検定試験
に合格できる水準の体系的な知識を身につけます。
さらに身につけた

目標に向かって愚直に努力を続けている人達です。
またトップクラスの

知識を土台として、実際にイベントを実施することで、企画立案やコンテ

アーティストほど謙虚で、周囲の意見に耳を傾ける傾向があると私は

ンツ開発、
プレゼンテーション、
チームの一員としての貢献、損益管理、

考えます。
本学の行動指針である
「忠恕」の通り、誠実に思いやりを持って
行動することが、
アーティストやクリエイターとして大切であることを、
まず、
知っていただきたいと考えています。

宣伝販促など、
さまざまな社会活動に応用できるプロジェクト・マネジ
メント力を獲得します。
本学部には総合大学にある芸術学部として、
さまざまなことを横断的に
学ぶ環境があります。
この強みを生かして、やりたいことを考え抜き、
社会で活躍する力をぜひ身につけてください。
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コーストピックス［新教室紹介］

最新の設備で発信力を磨き、

エンターテインメント業界で
輝ける表現者に。
DAY

NIGHT

Green

本コース専用の
映像・合成スタジオが遂に完成。
本格的に稼働を開始！
合成・配信用のグリーンバックに加え、住居風の白バック、
カフェ
風のグレーバック3つが一堂に会した機能的なスタジオを構築
しました。照明やビデオカメラ、特殊な三脚・クレーンなども完備し、
学生たちが本格的な撮影スキルを磨きながら、効率良く作品を
制作することを可能にします。

Green

DAY

背景を合成するための撮影
スペース。モーション・フェイ
シャルキャプチャーでVTuber
の制作にも対応。

窓からの採光によるデイライト
撮影スペース。
住居のリビング
などを意識した家具で構成
される。

NIGHT
インドアのライティングを基本
とする撮 影スペース。カフェ
などを 意 識した 什 器 類 で
構成される。

COURSE TOPICS

DAY

本 格 的 なスタジオで 現 役クリエイターに 学 び 、

ONLINE
CONTENTS DESIGN

NIGHT

仲 間とともに 社 会 へ 発 信 する力を身につける。

Green
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メディア制作の主な流れ

セルフプロデュースト・アーティストとして
必要なスキルの数々を最新のカリキュラムで現場の講師から学ぶ。

1

動画制作の
流れ

2

企画・構成

制作・撮影

動画を流す媒体、視聴対象、
目的
（狙い）
、
予算などを明確
にした上で、企画書を作成。
シナリオやコンテなどを練り、
企画内容を構成として落とし
込みます。人員、機材、撮影
場所も手配します。

構成で決めた内容に沿って
アニメーションの制作や、
撮影
をします。
出演者が遅れるなど
のトラブルがあった場合には、
必要に応じて方針を決め、
指示を出して解決する対応力
も必要になります。

1

プロデュースの
流れ

3
編集・音入れ・キャプション入れ
撮影した映像を整理し、
効果
を考えながら編集作業をし
ます。
ナレーションやBGMを
入れたり、字幕とも呼ばれる
キャプションを付ける作業も
併せて行います。

2

企画・構成

進行管理・スポンサー集め

プロデューサーとは制作プロジェクトの総責任者
として仕事をする人のことをさします。
その最初の
ステップは、市場動向や世間の動きをみながら、
構成作家などの意見をとりいれ、企画をすること
です。当然、制作期間や予算、
キャストをイメージ
しながら作成していきます。

キャストやスタッフの決定に関与しながら、現場
はディレクター等に任せ、全体的な進行を管理し
ます。
その間にスポンサー集めなどの仕事もあり、
高いビジネス能力やコミュニケーション能力が
必要とされます。

CURRICULUM FLOW

想定される職業・職場

FUTURE CAREER

YouTuber・VTuber

4

完成・公開
出来上がった動画をチェックし、媒体に適合する
ように変換しアップロードして公開します。広告の
添付、視聴者の目に留まるタイトルやサムネイル、
アップするタイミング、SNSでの宣伝や拡散に
ついても熟考して行います。

近年、
人気職業ランキング
で上位となるYouTuber・
VTuber。誰もが情報を
発信できる時代だからこ
そ、多くのライバルがいま
す。社会性や人間性を備
えた人材育成プログラム
を数多く用意し、
次世代の
クリエイターを育てます。

声優・タレント事務所

ONLINE
CONTENTS DESIGN

声優をめざす人はたくさ
んいますが、
「声で演技が
できる」
うえに「絵が描け
る」加えて
「自ら発信でき
る」人は多くいません。本
コースでは、声優としての
スキルを磨くだけでなく、
アニメーションや動画の
作成、
それをプロデュース
する力を身につけます。

テレビ局・ラジオ局・インターネット放送局
テレビやラジオなど既存
メディアの存在感はまだ
まだ大きいものです。加え
て、
インターネット放送局
も出現し、
その形や数は
日々変化しています。活躍
の場が広がる中で、学生
には
「新しいメディアの創
造」
を期待し、
さまざまなノ
ウハウを提供します。

3

完成・広告戦略
完成の目途が立てば最終チェックを行い、場合に
よっては編集に立ち会います。
その後、
広告の戦略
を練り、
プロモーションの予定を考えます。
プロ
デューサーは手がけた作品がヒットするかどうか、
いかに利益を生み出せるかといったビジネス面で
評価されます。

広告代理店・
企業のクリエイティブ部門・制作会社
現 在の広 告 代 理 店は、
メディアミックス、マーケ
ティング、
マネジメントなど
求められる役割は広がる
一方です。
また、
企業のクリ
エイティブ部門や制作会社
との連携も必須です。本
コースでこの双方を学び、
ソーシャルメディアの最前
線で活躍できる人材を育
成します。
VISUAL ART BOOK 46 | 47

GRAPHIC
DESIGN
NEW

グラフィックデザインコース

毎日の暮らしを彩る、
広告デザインの
プロフェッショナルになる。
広告代理店やデザイン事務所、印刷会社、出版
会社など進むべき道はさまざま。
グラフィックデザ
インの基礎を学び、時代が求めるWeb・アプリ
ケーション・UI/UX分野についても基礎スキルを
身につけます。企業やまちとコラボレーションした
ブランディング、
イベント計画などにも取り組み、
作品のアウトプットの機会を増やして、
グラフィック

1
2

グラフィックデザインの基礎を学ぶ
グラフィック広告やWebデザインを通じて、
コンピュータ、
写真、
印刷、
色彩など視覚伝達の基礎技術を学びます。

企画からデザインまでトータルに学ぶ
市場調査やイメージ戦略の企画立案から、広告、
ロゴ、
パッケージ、
編集、Web・UI/UXまでを計画し、
グラフィックデザインの実践力を
養います。

デザインをより実践的に学びます。
グラフィックデザインコース
WEBサイトはこちら

3

デザイン業界のプロフェッショナルをめざす
産官学連携やインターンシップなど社会のニーズに応えた実践的な
授業を通じて、
創造力、
柔軟な企画力、
表現力を磨きます。

GRAPHIC DESIGN
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学びの領域

AREA OF LEARNING

教員メッセージ
姜 尚均
教授
□
□

コース主任

専門基礎演習 □ 専門基幹演習
専門演習 □ 卒業制作・研究

アートディレクター、
グラフィックデザイ
ナーとして幅 広く活 動 。主な仕 事に
ANA、ENEOS、
東芝、NTTドコモなど。
朝日広告賞、Yahoo! JAPAN クリエイ
ティブアワードなど受賞歴多数。

わかりやすさと伝わりやすさ。
それがデザインの本質です。
デザインに必要なのは美的センスや情緒的価値だけではあり
ません。
わかりやすく伝えるための工夫が最も重要であり、
だか
らこそ情報化社会においてデザインの果たす役割は増大する
一方なのです。
本コースでは豊かな造形力と発想力、
実践力と
進歩性を備えたグラフィックデザイナーを育成します。

ピックアップ

PICK UP

朝日広告賞
審査委員賞（コピー賞）を受賞。
「 たべちゃった彼 女 」
本コースで学んだ「考える」プロセスで
企業の魅力を伝える広告を制作。
老若男女に愛される菓子メーカーの
企業広告ビジュアルを制作。
ブランド
メッセージにある
「恋人」
のキーワードを
分解し掘り下げて考え、訴求ポイントを
整理。
エッジの効いたコピーと幼い女の
子の可 愛らしいイラストのギャップに
こだわりました。本コースで学んだ分析
するデザインプロセスが活かされたと

山矢 由依
YUI YAMAYA

感じます。今後は身につけたパソコンス
キルや課題発見力を活かしてゲームの
UIデザインにも挑戦したいです。
GRAPHIC DESIGN

「日本・アジア 学生パッケージデザイン コンペティション」
日本代表として選出。
2019年

最優秀賞

飲酒運転防止のための車型プルトップで
日本人として５年ぶりのグランプリを受賞！

「Stop drunk driving」

2019年
フジシール賞 企業賞

キャンディの包みを広げるとゴミ袋に。
ハロウィンの課題改善へのアイデアで入賞！

「Candy wrap」

山田 智晴

中村 汐里

Chiharu YAMADA

Shiori NAKAMURA

飲酒運転が原因で起こる痛ましい事故に衝撃を受け、缶ビールの
パッケージを考案。
プルトップを車の形にし、
開栓した瞬間に車が潰れ、
事故車のように変形する仕組みに。
パッケージ指導の先生の
「綺麗な
デザインでなく、
アイデアで勝負しろ」
という言葉に影響を受け制作し
ました。車の部分はアルミで作るのが難しく紙で折りましたが苦労が
多く、受賞できたのは先生方や仲間のフォローがあったおかげです。

都市部ではハロウィンイベントの後にゴミが大量発生するという
ニュースにインスパイアされ、
改善の一助となるキャンディのパッケージ
を考案。飴を包んでいるビニール紙を広げると、10Lのゴミ袋となる
仕掛けです。
「ハロウィンを楽しんだ後は、
街を綺麗にしましょう。
」
という
文言を日本語、英語、
イラストで裏面に入れ、訴求力をアップ。世界
各国の学生たちと交流できたことも刺激になりました。
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コースの領域

1 2
▶

AREA OF COURSE

1・2年次の基礎課程では、
描写力・色彩・形態の構成力など、

基礎課程

Basic Design

自らの手による技術を培うとともに、
写真、
コンピューター操作による
デジタル技術など、
造形技術の修得をメインに学習します。

GRAPHIC DESIGN
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コースの領域

3 4
▶

AREA OF COURSE

3・4年次における専門課程では、
体系的に組み立てられたカリキュラムに

専門課程

Speciality Design

より高い専門性を養います。作品が人や社会に与える影響を考え、作品
の質を向上させ、
デザイナーとしての成長をめざします。

GRAPHIC DESIGN
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ピックアップ［ 産学連携 ］

［ プロジェクト演習 ］

エースコック株式会社「飲み干す一杯

大手食品メーカーのエースコック株式会社と連携し、
デザイン提案による課題解決に挑戦しました。
カップ
麺の商品デザインと販売促進ボードのデザイン提案
です。
まずは商品市場の調査やポジショニングマッピ
ングなどをもとに分析を重ね、アイデアの創出を行い
ました。デザイン制作では企業が期待する若者の
食のニーズに合った商品デザインを目標に、
イラスト
レーションや写真、タイポグラフィなどを取り入れた
魅力的なパッケージデザインを多く提案することが
できました。授業後半に連携先企業のマーケティン
グの方々に対してプレゼンテーションを行い、大変
丁寧な総評をいただきました。実社会で活躍され
ているプロの方々からの直接のコメントやアドバイ
スは、学生にとって大変貴重な財産となりました。

担担麺」

学生のオリジナリティ溢れる発想で、

01

次世代の商品パッケージデザインを提案。

PICK UP

［ プロジェクト演習 ］

サンスター株式会社「Ora 2
企業と連携して実際の商品の開発提案をするプロジェクト型
の演習は、
学生が主体的な学びを体験できる貴重な機会です。
サンスター株式会社との連携授業では、同社の口腔洗浄剤
「Ora2 me」
をいかに若い女性へ拡販するかをテーマに展開
しました。企業が提示した課題に対して、
グループに分かれ
て市場やターゲットを調査・分析し、意見やアイデアを交換

me」

若い女性の好みと行動を分析。
形やパッケージを工夫して
オーラルケア商品を提案。

します。
その後、各自が役割を分担して、商品や販促の企画・

02

デザイン制作、発表資料の作成を行い、
リハーサルを経てプ
レゼンテーションを実施。企業側の担当者で協議の上、総
評と優秀提案の発表がおこなわれました。若い女性をター
ゲットとした、大変興味深い企画・デザイン提案となりました。

GRAPHIC DESIGN

［ プロジェクト演習 ］

株式会社小学館「女性セブン」

03

若年層に響く表紙デザインと、
リピーターにつながる
付録コンテンツを企画・提案。

産学連携企業に小学館を招いての演習は、20年以上売上
部数１位の女性週刊誌「女性セブン」
の発行人・川島雅史氏
を迎えて行われました。提示された課題は「若年層を取り
込むための、表紙・ロゴデザイン、部数アップのための企画
や販促提案」。授業では、制作に至るまでのプロセスなど
にも触れ、
プレゼンテーションでは各自10分の持ち時間を
使って10グループが発表を行いました。QRコード付きの
表紙案や、YouTuberとのコラボ企画、撮影用ミニスタジオの
紙付録など、発想力豊かなアイデアの数々に対して、川島氏
からは
「面白い、ぜひ使ってみたい」
などの講評がありました。
最 優 秀セブン賞を受 賞した提 案では、
ビタミンカラーの
ロゴや、
１週間単位で完結する付録など、変化を示しつつも
現 実 的なアイデアが 評 価されました。
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入学から卒業まで

Curriculum of Course of Graphic Design
「 未 経 験 者 で も 」な り た い 自 分 に な れ る 卒 業 ま で の プ ロ セ ス

ADVERTISING

MARKETING
BRANDING

1

教師になりたいという当時の
夢を叶えるために挑戦！

2018-

GRAPHIC

START

COMMUNICATION

2018-2022

教 員 免 許 を取 るために

教員
免許

教 職の授 業も履 修 。

PBL
PROJECT
BASED
LEARNING

BASIC
APPLICATION

K o ta n i Yu ta

奨 学 金を借り、
UI/UX

大 学 生 活 を お くる 。

桃 李 クラ ブ に 入 り 、
オ ー プ ン キャン パ ス の 運 営 を 行 う 。

WEB

デザインは装飾だけでなく
機能も大切だということを知る

ロゴの自主 制 作を始 める。
モリサワフォントを購 入

水 と お 茶 の パ ッケ ー ジ や
ブ ラ ンド ロ ゴ を デ ザ イン す る 。

ダイヤグラム制作で壁にぶち当たる。

★ ダイヤグラム C I

● 製 品ブランドデザイン

専 門 展 開 演習2

専 門 基 幹 演習2
● 企 業ブランドデザイン 専 門 展 開 演習4

デザインすることの難しさを
知るとともにデザインの面白さを
知り、学外でもSNSを通して
様々な活動を始める。

色彩検定

広告代理店の
クリ エ イタ ー の 先 生 か ら
お 話 を 聞 く。

色 彩 検 定を受け合 格 。

アートディレクター
という仕事を知り憧れる

初めてのロゴ制作で
コンセプトの大切さを学ぶ

成蹊カップに出場し、
チームで優秀賞を獲得

パ ッケ ー ジ デ ザ イン コ ン ペ ティション に 応 募 。
● 色彩論

●

パッケージデザイン

専 門 展 開 演習3

グリットシステムについて学ぶ

● 広告論

● 地 域 ･ 企 業 連 携 チャレンジ

昔 の C M に 感 動し涙 。

同 じコースの 人 と
初 の グル ープ ワーク。

広 告 代 理 店で働きたいという
夢 ができる。

ポ ートフォリ オ 制 作 開 始：P D F 版 / W E B 版 / 冊 子
S D G s の 参 加 型 広 告 案 が 採 用され 実 現 。

写 真 の ノウ ハ ウ を 学 ぶ 。

● 写真表現

● ポートフォリオ制 作 1 . 2 . 3

専 門 展 開 演習6

● スマホ･アプリケーション

・ 自己分析や企業研究を始める

専 門 展 開 演習7

● 地 域 ･ 企 業 連 携 チャレンジ

ス マ ホ の ア プ リ ケ ー ション や

東 成 区 との

L I N E スタン プ を 制 作 す る 。

連 携 企 画 をグル ープ で 行う。

・ 教職の授業が忙しくインターン未経験
のまま就職活動開始
GRAPHIC

・ 説明会や面接ESに追われる

就活をしながら教育実習
に行くことを決意。
ADVERTISING

MARKETING
BRANDING

4

COMMUNICATION

PBL
PROJECT
BASED
LEARNING

SPECIALITY
APPLICATION

UI/UX

教育
実習

就 職 活 動 開 始（ 2 月 ）
WEB

内 定 を 貰 う（ 4 月‐6 月 ）

教 育 実 習 で 母 校 に 行 く。

Curriculum from admission to graduation

優しい

難易度

難しい

初心者でもついていける
基礎からスタート

● デッサン/ 色 彩

Photoshop

造 形 初 動 演習

● DT P 基 礎

小

やりがい

専 門 科目コース別 科目 ・ 専 門 科目学 部 共 通 科目

大

コース専 門 基 幹 別 科目

Illustrator

情 報リテラシー1・2・3

スマホでは再現できない
一眼レフの凄さを知る

W e b クリ エ イタ ー

● We b デザイン基 礎

● デジタル写 真

専 門 展 開 演習1

検定を取得するための授業開始。

苦手なデッサンや絵の具での

基 礎 実習2

カメラの授業で人物撮影の

色彩構成を行う。

基本を学ぶ。
ついていくのが精一杯...

★ デザインレイアウト演習
レットブルを
３本飲み
人生初の徹夜

GRAPHIC

ソフトを 使 用 し た ポ スタ ー 制 作 。
ADVERTISING

MARKETING
BRANDING

2

専 門 基 幹 演習1

モダンテクニックを使用した
課題でデザインの可能性を知る。

COMMUNICATION

PBL
PROJECT
BASED
LEARNING

● グラフィック基 礎

基 礎 実習1

BASIC
APPLICATION

UI/UX

デザインに興味を持ち初め、
図書館で書籍を読み漁ったり、
春休みにはパソコンを購入して
ソフトを触りまくり上達をめざす。

WEB

★ ポスター｜ 展 示

一 眼レフ購 入
Ca n o n / EO S K i s s X 8 i

デュアルコア I n t e l C o r e i 5

E F-S 1 8 - 5 5 I S ST M K i t

GRAPHIC DESIGN

苦手なことにチャレンジ！
！
！

M a c B o o k Pro 購 入
13-inch / 16 GB / 2. 3 GHz

W e b で の 初 デ ザ イン 制 作 。

専 門 基 幹 演習3

● We b デザイン応用

専 門 展 開 演習4

自分の展 示 会 広 告を制 作 。
先 輩 の授 業 に 潜り込み
広告賞に参加。

広 告 代 理 店 の イン タ ー ン に
参 加 するた め に 面 接 を 受 ける 。
広告表現の難しさを知る

GRAPHIC

企画書や展示会の設計、
DM制作で大忙し...!
ADVERTISING

★ 広 告コンペティション

専 門 基 幹 演習5

● ３年 生 展 ｜ 企 画 ･ 展 示

専 門 基 幹 演習4

MARKETING
BRANDING

3

COMMUNICATION

PBL
PROJECT
BASED
LEARNING

SPECIALITY

3年生展の企画や

広告賞に参加。

APPLICATION

UI/UX

展 示 会 を行う。
WEB

書籍を買い漁り、毎日卒業研究に励む

毎週アイデア探しの旅に出る

● 論文｜企画･提案･研究

卒業制作研究1

★ 自主テーマ制 作

専 門 基 幹 演習6

● 卒業制作展

-2022

GOAL

卒業制作研究2

卒 業 式（ 大 阪

卒業論文の制作/卒業制作
卒業制作で行いたいことを洗い出す

東京）

教員免許を取得
念願の広告代理店へ！
！
！
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ILLUSTRATION
AND
FINE ARTS
イラストレーション・美術コース

イラストレーション＆
アートの世界で輝くための
カリキュラム。
すべての表現のもととなる
「絵を描く力・造形を
創る力」
を身につけるとともに、
それらを
「生かす
力」
についても実践的に学びます。
「圧倒的な表現
力」
を身につけることを目的とする
「美術・アート」
分野を選択できるカリキュラムで、一人ひとりの

1
2

個性を伸ばし、社会で通用するクリエイターを
育成します。

イラストレーション・美術コース
WEBサイトはこちら

3

すべてのものづくりの基礎となる力を
アナログ・デジタルで修得
すべてのものづくりの基本となる絵を
「描く技術」
と立体を
「造形する
技術」の双方をアナログとデジタルで学び、
「 表現の独自性」や
「説得力のある技術」
を身につけます。最新のCG技術を積極的に
取り入れ、現代社会で活躍できる人材を育成します。

さまざまな業界に対応できるよう
デザイン構成力を身につける
絵本作家、
キャラクター・グッズデザイナー、
アニメーター、ゲーム
クリエイターなど、
さまざまな業界に対応できる高い総合力を身に
つける上で大切な
「デザイン構成力」
を学びます。多彩なメディアを
使いイメージを効果的に具現化する力を養います。

世界のアートシーンや企業とつながり、
グローバルな活躍をめざす
世界で活躍できる人材をめざし、
「 大阪からアジアへ、
アジアから
大阪へ」
をスローガンにしたアートフェア
「UNKNOWN ASIA」
への
出品のための取り組みや、企業との連携で問題解決に向けた提案
の発想力と社会性を身につけます。

ILLUSTRATION
AND FINE ARTS
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学びの領域

AREA OF LEARNING

イラストレーション

美術・アート

Il lu s t r at ion

FI N E A RT S

イラスト
レーション

フィギュア

ANALOG / DIGITAL
Illustration

Figure

グッズ・Web・
キャラクター
デザイン

デジタル
彫刻

Goods / Web /
Character
Design

ILLUSTRATION
AND
FINE ARTS

絵本
Picture Book

Digital
Sculpture

立体造形
・
陶芸
3D MODELING
Ceramic art

アニメーション

絵画

Animation

Painting

教員メッセージ
大村 みな子
准教授
□
□
□

コース主任

色彩論 □ 造形演習 □ プロジェクト演習
専門基礎演習 □ 専門基幹演習
専門研究 □ 卒業制作・研究

多摩美術大学大学院修士課程修了、芸術
修士。専門はデザイン基礎造形教育、現代
芸術。立体造形教育、
デザイン基礎教育研究の
ほか、現代美術作品の制作・発表活動も行う。

積極的に自己表現を続けることで
人間力も向上します。
制作を通じて自分にしかできない表現を探求し、表現の質を
高めることが目標です。作品は展覧会などで積極的に発表。
人の目に触れて評価される経験は自分の中のイメージを形に
する力を育て、将来の人脈づくりにも役立ちます。つくり続け
伝え続けることを通じて、
意思伝達能力なども養われます。

ピックアップ

1

Pickup

PICK UP

絵本
Picture book

子どものころから親しみ、
成長してもその魅力が尽きない
「絵本」。本コースでは、ストーリーの考え方 、それを
伝える魅 力ある絵 、仕掛け絵本の作り方など、自分
らしい絵本を作るための知識と技術が全て学べます。
さらに、実社会で活躍する教員が、絵本で社会とつな
がる方法を一緒に探っていきます。

客員教授

谷口 智則
2004年に絵本『サルくんとお月さま』
（新風舎）
でデビュー。2007年、
フラ
ンスのLe petit lezard社より
『cache
－cache』刊行。
日本、
フランスだけで
なくイタリア、香港でも数々の絵本を
出版。
テレビ、雑誌、企業広告、商品
パッケージ、店舗デザインなどあらゆ
るメディアで活躍の場を広げる。今後
の活躍が最も期待される日本人絵
本作家の一人。

Pickup

2

線画イラスト・メディア展開
Line art illustration / media development

黒田 潔
線画で描かれる動植物のアートワークで
雑誌や本の装幀をはじめ、
さまざまな分野で
活躍を続ける。東京都現代美術館「MOT
アニュアル2010」
、
韓国のナム・ジュン・パイク・
アートセンターでの展覧会等、国内外での
展覧会に多数参加。2009年（株）KABWA
設立。作品集に『森へ』
（ピエ・ブックス）、
古川日出男との共作『舗装道路の消えた
世界』
（ 河 出 書 房 新 社 ）。東 京イラスト
レーターズ・ソサエティ
（TIS）会員。

ILLUSTRATION
AND FINE ARTS

イラストを使用した公団再生プロジェクト、資生堂香港のギフトグッズへのイラスト
提供など、大規模なプロジェクトやキャンペーンを手掛けた豊富な経験をもつ教員
が、学生の個性に合わせたメディアでの展開作品の制作を指導します。
イラストや
キャラクターを広告、パッケージ、文具や雑貨へのデザインに落とし込み、卒業後
の職業に直結する指導を行います。

客員教授

資生堂香港「Share Beauty 2019 WINTER BLOOM」 Art Direction: Way of Diﬀerence Ltd
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コーストピックス［学生制作実績・アートフェア出展者紹介］

教員&学生が 大ヒット映画
「マスカレード・ナイト」の製作に参画
金原 早梨

SARI KANEHARA

エンドロール用
イメージ補 佐

エンドロール用
油彩画

講師

金原さんが作成した下絵を引き継ぎ、
エンドロール用の油彩画を13点制作
しました。私は普段の作品に西洋の古典絵画技法を取り入れているため、
「西洋の近世風の絵画に」
という監督のご要望にもスムーズに応えることが
できたと思います。油彩画特有の艶やかな色彩や「闇のおとぎ話」
のような
世界を評価してくださり、
映画の広報用の展覧会で作品を展示いただいたり、
パンフレットにも掲載していただきました。
努力を重ね、
制作を続けていけば、
作品が思い掛けない場所へ導いてくれることがあります。
自分の感性を信じ、
実践し続けることの大切さを学生の皆さんにも示すことができました。

作品のエンドロールに登場する絵画の下絵を担当させていただきました。
クライアントにアイデアを複数案ご確認いただき、
ご要望のヒアリングや
修正を重ねながら形にしていきました。監督に、私の絵を見て方向性が
定まってきたとおっしゃっていただき、
制作の一助になれたことを実感。
現場
ならではのスピード感やクオリティを保つ工夫など、
プロの仕事について
学ぶことができました。
日々真面目に課題制作に取り組んでいると、
貴重な
チャレンジの機会をいただけることも本学の特長です。

唐仁原 希

作品が願った場所へ導いてくれます。

プロの現場で役立ちました。

Nozomi TOJINBARA

努力を重ね、制作を続けていけば

日々の制作で学んだことが、

COURSE TOPICS

アジア最大級のアートフェア
「UNKNOWN ASIA」に出展
UNKNOWN ASIA

アジア最大級のアートフェアとして2015年から開催されている
「UNKNOWN ASIA」。
2020年はオンライン開催、2021年はオンラインと実会場を組み合わせたハイブリッドアートフェアの開催となり、
本学からは2年連続で3名の学生が出展する快挙となりました。

『絆創膏を貼ってあげる』
『友だち』

『発見のまど』

『Non title』

理由や動機にとらわれず

憧れの先生から学び

自身の作風に投影。

自由な発想でものづくりにトライしたい。

自分がめざす世界観を表現。

倉田 穂 乃 香

アーティストであり本 学の講 師でもある
唐仁原先生に憧れて入学を決意。
手塚治虫
先生が描く作品にも影響を受け、死生観や
人間の心理などをテーマに制作しています。
コンセプトは「かわいいの中に、狂気性や
さみしさを」。社会的に未熟な存在である
子どもの視点を通して、生命や精神世界に
ついて問いかけるような、
儚さとファンタジー
感のある表現に挑戦しています。
HONOKA KURATA

加集 陽

2021

キャンバスを窓に見立て、
その両側（作品側
と現実側）の世界をつなぐ感覚を大切に
制作しました。
「 二次元と三次元の垣根を
超える作品」
への関心が高まったのは、
本学
でさまざまな人の作品や考え方に触れられた
おかげ。理由や動機にとらわれない自由な
感性に刺激を受けました。将来は学んだ
スキルを活かして、
キャラクターグッズ製作
に携わりたいです。
HINATA KASYU

MISAKI OKA

岡 美咲

幼少時代の寂しさやノスタルジーを思い
起こさせながら、不安定な大人に寄り添う
ような作品を描いています。立体感を感じる
デフォルメが、
絵画とイラストの中間のようとも
評価されました。幼少期好きだったキャラ
クターや西洋絵画の印象派、
ゲームのCGや
アウトサイダーアートなど、影響を受けたさま
ざまな要素を組み合わせてオリジナリティの
確立をめざしています。

ILLUSTRATION
AND FINE ARTS

さまざまな作品の本質を分析し、

レビュアー賞
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就職実績

株式会社レベルファイブ

就職

内野 沙也加

みんなのサポートで勝ち得た
内定で、憧れのゲーム業界へ。
3年次からゲーム会社のインターンに参加。他
大学の方の作品を拝見したり現役クリエイター
の方とお話できたのは有意義な時間でした。
就職活動中は特に面接が苦手と感じていまし
たが、内定を勝ち取ることができたのは、就職
部の方々のアドバイスや先生や友達が親身に
相談にのってくれたおかげ。
落ち込んだ時にも仲
間が応援してくれる安心できる環境に支えられま
した。今後は大好きなゲームを通じたコミュニ
ケーションを追求し、
心のよりどころにもなるゲー
ムコンテンツの制作にデザイナーとして貢献でき
るよう邁進していきたいです。

佐川印刷株式会社

上野山 凪音

資格取得にも強い
実践的な学びを、
マルチな現場で活かします。
「好きな絵を描いていたい」
という思いが強く
なり、本学に入学を決意。芸術分野でも就職率
が高いことが魅力の一つでした。内 定 先は、
印刷だけでなくWEBや映像など多ジャンル
の事業に携われる企画制作部のデザイナー。
本コースでの、
キャラクターデザインやグッズ制
作などの幅広い学びが活かせると思います。
授業で取得したパソコンスキルの資格も強み。
プレゼンテーション能力、発想力など身につけ
た知識をもとに、お客様のニーズにお応えで
きるデザインに取り組みたいと思います。

就職

THE FINDING EMPLOYMENT RESULTS

クツワ株式会社

就職

金原 早梨

コツコツ描き貯めたポートフォリオが、
就職活動のお守り代わりに。
文房具や雑貨のデザイナーになりたい。
そう
思い、
3年次の2月頃から本格的に就職活動を
始めました。
コツコツ作り上げてきたポートフォ
リオをお守り代わりに面接でも奮闘。憧れの
企業から内定を獲得しました。
在学中は最前線
で活躍する絵本作家やイラストレーターの方
から直接指導をいただいたり、
ソフトウェアの
資格を取得し、
デザインスキルも磨いてきました。
イラストを描く力はもちろん、
さまざまな仕事に
対応できる総合力が身についたと感じています。
スピーディーな対応が求められる現場でも、
いくつもの課題を同時に進行管理してきたスキル
が役立つと思います。

公立中学校（美術科教諭） 就職
ILLUSTRATION
AND FINE ARTS

千且 祥生

身につけた
幅広い学びを生かし、
美術への興味を広げたい。
高校でデザインを学び、興味のあった油絵を
専門的に学びました。
アートが好きな友達に
囲まれて、
とても集中しやすい制作環境が整え
られています。先生方には画家や 技 法の知
識、興味深い展覧会なども教えていただき表
現の幅が広がったと感じます。教員採用試験
においては、経験豊富な先 生 方による講 座
や面 接 練 習など、全 面 的にサポートしてい
ただきました。憧れは中学校時代の美術の
先生です。美術への興味を広げ、生徒に親身
に寄り添える教師をめざして頑張ります。
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学生作品紹介

西井 千尋

室山 拓海

小林 美穂

野中 桃

ショウ ロイ

STUDENT WORKS

松井 夏樹

ILLUSTRATION
AND FINE ARTS

桑垣 佳奈
村上 葵

鈴木 ひな
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FASHION
AND
COSTUME
DESIGN
ファッション・コスチューム
デザインコース

オリジナリティの高い
ファッションや機能美に富んだ
コスチュームを創る。

1

自由な発想と表現力をもとに時代の求めるコス

2

チュームを創作できる力を養います。
ファッション
業界の仕組みや流通・品質管理などの基礎知識
から、
トレンドを予測し、
アイデアをカタチにする
斬新なデザイン・パターンメイキング・縫製・テキ

ファッションの現場とビジネスを学ぶ
ファッションビジネスの基礎知識から服を作る工程までを学び、
将来のビジョンにつなげます。
オリジナルブランドの企画・制作・販売
をシミュレーションし展開する実践型プログラムで実力を養います。

発想を形にする技術を修得
商業アーティストとして、独自のアイデアをカタチにするための方法を
多角的に学びます。
また、
ファッションデザイナー・パタンナーに必要な
ファッション3Dモデリングを取り入れ、
ファッションの感性と3Dモデ
リング技術を併せ持つ力を養います。

スタイルデザインまで、
ファッション・コスチューム
デザインに必要なことを幅広く学びます。

ファッション・コスチュームデザインコース
WEBサイトはこちら

3

企業や劇団と連携した実践教育
ブランドや企業へのインターンシップ、
産学連携授業や劇団との外部
連携授業を通じて、企画力や表現する力を養い、社会で通用する
デザイナー、
クリエイターをめざします。

FASHION AND
COSTUME DESIGN
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学びの領域

AREA OF LEARNING

舞台衣装
Stage Costume

コーディネート
Coordinate

Pattern Making

FASHION
AND
COSTUME
DESIGN

ビジネス
Business

テキスタイル
デザイン
Textile Design

パターン
メイキング

ユニフォーム
デザイン
Uniform Design

縫製
Sewing

ファッション
デザイン
Fashion Design

教員メッセージ
室田 泉
教授

コース主任

造形芸術概論 □ プロジェクト演習
専門基礎演習 □ 専門基幹演習
□ 専門演習 □ 卒業制作
・研究
□
□

テキスタイルアーティスト。テキスタイル・染
色・現代美術を専門として、素材の加工や
プリントの可能性を追求している。国内外で
テキスタイル作品を発表し、受賞多数。

大切なのは完成までのプロセス。
それは作者そのものだから。
素材からつくるファッションデザインは、
完成作品だけでなく
制作過程が重要です。
アイデアの出し方、
トレンドやライフス
タイル、新素材のリサーチ、
デザインやサンプル制作。
どんな
に小さなデザインや作品でもそれは作者自身の記録であり、
作者自身です。
そのことを意識して4年間を送ってください。

ピックアップ

舞 台 衣 装 をクリエイト

「 動 き をデザイン」する

PICK UP

川上 須賀代

准教 授

パフォーマティブ
コンサ ート

火の鳥

アーティストに最 適な衣 装 設 計で
1 0 0％の表 現力を引き出す
舞台の完成度を高めるために
チーム一丸となりゴールに向かう

本学の授業ではファッション業界の仕組み
や流通などの学びを基に、
「問い」
を立て
アウトプットすることで、考える力やカタチ
にする力を修 得 。外 部 連 携 授 業では、
チーム内でコミュニケーションを図ること
で複眼的な考え方が身につき、発想力・
想像力の飛躍的な成長に役立ちます。
これから学ぶみなさんは、
まずは参照軸と
なる自己を確立させることが大切。舞台
衣装については、
私が長年の研究を重ねて
開発した技法も指導します。みなさんの
「こうなりたい」
と思う気持ちに寄り添い
サポートしますので安心して入学してくだ
さい。
４年間でいろいろな体験をして、
変化
の大きい社会に立ち向かう想像力を身に
つけていきましょう。
川上准教授のプロフィールはP75へ

激しく動いてもシルエットが
崩れないように工夫

ソプラノ歌手の５ｍを超える衣装

ロームシアター京都開館5周年記念事業

京都市交響楽団×石橋義正
パフォーマティブコンサート
「火の鳥」

FASHION AND
COSTUME DESIGN

今回の舞台では、
まず「性別を持たない
生物を表現したい」
という演出家の依頼
がありました。
そのためにこだわったのは、
ダンサーのみなさまがストレスなく最高の
パフォーマンスを発揮できる衣装作り。
まるで皮膚の一部に見えてシワが出ない
よう伸び縮みするパーツや、
高く飛ぶシーン
でも装飾部分がズレにくい縫製を研究
し、充 分な運 動 量を保ちながら動きを
キレイに見せるという一見相反する課題
解決に時間を費やしました。
また多彩な
分野のプロフェッショナルたちがお互いの
専門知識を共有し、舞台の成功を共通
ゴールとして
「共創」
していく姿勢は刺激
的で貴重な経験に。次の新しい発想を
生み出す意欲の源になりました。

自由な発想と表現力で
社会で生き抜く力を培う

20世紀を代表する作曲家の一人、
イーゴリー・ストラヴィンスキーの
没後50年を記念し、
音楽・舞踊・美術を融合させた“パフォーマティブ
コンサート”。
「火の鳥」
をはじめとした名曲を個性的な演出で表現。
京都市交響楽団と映像作家で演出家の石橋義正を中心に多彩な
アーティストたちが結集し、
今までにない舞台を生み出しました。

Photo : Kenta Yamaji
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コーストピックス［授業紹介］

COURSE TOPICS

ファッション・コスチューム
デザインコース
FASHION AND COSTUME
DESIGN COURSE

POP TEEN Co., Ltd

Popteen 発のアイドル

PureGi

問題解決力と創造力を駆使して
アイドルの舞台衣装を創作
外部コラボ先のアイドルグループへ向けた舞台衣装提案として、
チームでコス
チュームを制作しました。
社会で活躍する方たちとの協働を通じて、
舞台芸術に
必要な知識と技術、
コミュニケーション能力を磨きます。
楽曲やコンセプトを解釈し、
舞台映えするデザイン発想から動きを考慮した採寸方法、
ステージ衣装の
基礎となる機能的なパターンを作成し、縫製、修正方法などを身につけます。

全14回 シラバス例

STEP

1

調査と分析を経て
デザイン画を作成
アイドルグループについての調査や
関係者からのヒアリングを通じて、
楽曲やコンセプトなどを分析。
デザイン
の方向性を検討・決定し、
デザイン
画を作成します。

STEP

PureGi

ぷれっぢ

『起業する女子中高生アイドル』
がテーマの次世代アイド
ル。2021年12月25日に配信リリースされたグループ5作
目の楽曲『PureLove』
の衣装を大阪成蹊大学ファッショ
ン・コスチュームデザインコースとコラボ。
メンバーには、人
気ティーン雑誌Popteenの専属モデルのANN（山本杏）
や同誌レギュラーモデルのKOKORO（荻野心）、MOEKA
（北島萌加）
などが在籍し、高いファッション性と発信力
で同年代の女のコたちにも支持される、見た目も努力も
夢も
『唯一無二のカッコ可愛いアイドル』
をめざす！

2

デザイン提案と採寸
デザインをプレゼンテーション。
エグゼクティブプロデューサー
やアイドルグループからの講評
を受けて修 正・再 提 案をし、
OKが出たら採寸を行います。

STEP

3

パターン作成から
仮縫い、
裁断、
縫製へ
採寸を元にパターンを起こし、
仮縫い
用のトワルを作成。
フィッティング・
修正を経て本番用生地を裁断、
コス
チュームの縫 製を行います。最 終
段階でシルエットを調整。

STEP

4

中間審査の後、
装飾の製作・仕上げ
クラス内でコスチュームのプレゼン
テーションを行い、
シルエットを確認。
コスチュームに装着する舞台映え
する手 法 について学び 、製 作 。
装飾をつけて仕上げていきます。

STEP

5

最終フィッティング

6

衣装の納品と振り返り
最終仕上げをし、
マネキンに展示
して確認。完成した衣装を納品
します。納品後はこれまでの流れ
を振り返り、課題を分析。知識や
技術を定着させます。

クリエイティブとビジネスの
総合力を養います！

FASHION AND
COSTUME DESIGN

完成したコスチュームをアイドルに
着装してもらい、動き・シルエットの
確認を行います。
プロデューサーや
アイドルからのヒアリング、課題を確
認。修正をして完成へ。

STEP

川上 須賀代
准教授
2002年より、
日本で年間3000
ステージ以上を公演する有名
劇団の衣装を手掛け、20演目
以上に携わる。
ほか演劇舞台
やコンサート衣装、
有名ホテル
のコスチュームなども手掛ける。
また自身のブランド
「sugayo」
を立ち上げ、
全国展開を行う。
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ファッション・コスチューム制作の主な流れ

ファッション
制作の
主な流れ

1

企画・デザイン

自由な発想でファッションを企画し、
トレンド
やマーケティング、
色やビジュアルイメージなど
を徹底してリサーチ。
自分のブランドテーマと
コンセプトを確立します。
線画やコラージュで
表現したデザイン画をベースに採寸を行い、
スカート、
ワンピース、
ジャケット、
パンツ、
シャツ
のパターンメイキングを行います。

ファッションやコスチュームを
世界に通用するクオリティで
表現できる力を身につける。

コスチューム
制作の
主な流れ

1

企画・構成

コスチュームが必要とされる舞台やステージに
対する企画を考えることからスタートします。
さらに、舞台衣装制作の知識を身につけ、
コスチュームの 構 造を理 解し、デ ザイン
制作へと進みます。

CURRICULUM FLOW

2

テキスタイル・縫製

ファッションにとって重 要なテキスタイル
（素材）制作に進みます。
自分のイメージに
合った色、
柄、
特殊加工を行い、
オリジナリティ
を高めます。
できあがった素材をパターンに
合わせて裁断し、縫製する作業を行います。

デザインに対し機能的
なパターンメイキング、
仮 縫い 、修 正 、縫 製を
繰り返していきます。
デザイナーとして、舞台
映えさせる手法や、色彩
感 覚 、素 材 感 覚 、造 形
デザイン力を発揮します。

アプローチ

着装・ショー

縫いあげるだけでなく、
アクセサリーやアイ
テムのコーディネート、
メイクを完了して服が
完成します。完成した服は、実際にモデルが
着用し、ショーでのプレゼンテーションを
行います。
また、展示パネルやテキスタイル
ブックの展示も併せて行います。

3

4

ブランド化

ファッションは競合の多い業界です。
その中
から共感を得るようなブランディング戦略が
必要です。一方アーティストとしての筋の
通った価値観も必要で、バランスが重要に
なります。
SNS広告などのWebマーケティング
により効果的に発信していくことも重要に
なります。

完成・ステージ
最終段階では、照明や音響、
ストーリーなどを確認し、修正を繰り
返しながら完成へと結びつけます。
バレエ、
ダンス、演劇、舞台、音楽
ライブや映画などの衣装を製作するコスチュームデザイナーの醍醐味
は、なんといってもステージなどで発表したあとの「感動」です。
多くのスタッフと作り上げた作品は何事にも代え難いものです。

FASHION AND
COSTUME DESIGN

2

3

劇団くみくみ組
「アイソレーションの渇望」
舞台衣装制作
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想定される職業

ファッションデザイナー
トレンドをつくる戦略を練り、
デザインに落とし込み完成品として仕上げ、
市場に
送り出す。
ファッションデザインの仕事は想像以上に多岐にわたります。
全体を
統括するファッションデザイナー、
リサーチや宣伝戦略を担当するマーケ
ティングのプロ、デザインを形に展開するパタンナーや縫製技術者、テキ
スタイルに精通するデザイナーやコーディネーターなどをめざします。

ファッションアイテムデザイナー
スポーツウェアデザイナー
シューズ・帽子・バッグ・アクセサリーといったアイテムのデザインや制作、近年
ではスポーツウェアのデザインも、
ファッション業界には欠かせない仕事です。
本コースでは、金属やプラスチック、
レザー素材などを加工できる機器類や、
３Dプリンタを完備した
「造形ファクトリー」
を用意。
ライセンスを取得し、
自分で
デザインしたアイテムの制作が最後まで行えるように指導をしており、
ファッ
ションアイテム業界での活躍をめざします。

コスチュームデザイナー
舞台・ショー・映画・テレビ番組など、
さまざまなシチュエーションや媒体で使う
衣装のデザインと制作は、
特別な知識とスキルが求められる職業です。
それぞれ
のシチュエーションで求められる知識とスキルを修得できるように、第一線で
活躍しているプロから、直接指導が受けられます。

オートクチュール
ファッション業界には、
クライアントからの要望をヒアリングし、形にするオー
ダーメイドの仕事があります。一点もののオートクチュールのスーツやドレス、
スポーツ選手のユニフォームのほか、近年ではコスプレ用のコスチュームの
オーダーメイドも増えています。本学に在籍するさまざまな分野の学生とも
交流・情報交換をしながら、幅広い知識とスキルを身につける環境を整えて
います。

FUTURE CAREER

就職実績

THE FINDING EMPLOYMENT RESULTS

株式会社ストライプインターナショナル 就職
公文 紗葵子
身につけたコミュニケーション力で
仲間と「ものづくり」を極めたい。
社員同士の温かいつながりを大切にした経営理念に共感し、
内定先を志望しました。面接では「チームで1つのことを成し
遂げた」
ファッションショーでの経験をアピール。職場でも正確な
情報伝達や積極的な行動などを通じ、周囲との連携を心がけて
いきます。
また本コースでは、パターンや染色、素材など幅広い
知識について学べたので、商品理解やコーディネート提案をする
上で活かすことができると思ってます。

卒業制作作品「矛盾」

株 式 会 社キャン 就職

FASHION AND
COSTUME DESIGN

田積 花 梨

プロさながらの環境で学べる
服飾の幅広い知識とスキルで内定獲得。
本学には個人で使える作業机や回転数の多いミシン、シルク
スクリーンの作業部屋や染色室もあり、幅広いスキルが身に
つく整った教育環境があります。就職部の方には親身になって
サポートしていただき、個人面談で作った自己PRは就職活動の
心強い武器となりました。内定先は、愛用ブランドもある大手
アパレルメーカー。本コースで学んだテキスタイルの知識を生かし
つつ、
キャリアアップをめざして頑張ります。

卒業制作作品「fuzz」
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INTERIOR
AND
PRODUCT
DESIGN
インテリア・プロダクト
デザインコース

自由な発想を
大切にしながら、
快適な生活をデザインする。
身のまわりにある雑貨やアクセサリー、何気なく
利用しているカフェまで、生活の背景にはいつも
デザイナーの仕事があります。
誰もが関わっている
“生活”を提案していくことが、本コースでの学び。
楽しくて快適な未来の暮らしをつくるプロフェッ
ショナルを育てます。

インテリア・プロダクトデザインコース
WEBサイトはこちら

1
2
3

ものづくり・空間づくりの基礎を学ぶ
ハンドメイドによる基礎造形から始まるデザイン教育は、最新のデジ
タル機器を使用したものづくり、空間づくりの学びへと発展します。
基礎的なグラフィックデザイン、CADソフトを使った図面表現、VR
機器での疑似体験、3Dプリンターやレーザーカッターなど加工機器
のスキルを修得します。

発想をカタチに、創る力を身につける
思い描いたアイデアを実際にデザインし、
カタチにする技術を学び
ます。
さらに国内外での展覧会、企業との連携による製品化へと
つなげ、社会に向けて発信する力、伝える力を養います。

使う人の視点に立って、考える力を養う
暮らしのシーンやニーズに沿ったものづくり、空間づくりを通じて、
生活者の視点に立った企画や発想力を修得します。
さらにSDGｓの
取り組みへと学びを広げ、
社会のために役立てるデザインへと考える
力を養います。

INTERIOR AND
PRODUCT DESIGN
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学びの領域

AREA OF LEARNING

家具
Furniture

アクセサリー

文具

Accessories

Stationery

パッケージ

雑貨

package

Goods

INTERIOR
AND
PRODUCT
DESIGN

ディスプレイ
Display

照明
Lighting

建築

インテリア

Architecture

Interior

住宅

ショップ

Housing

Shop

教員メッセージ
赤西 信哉
准教授

コース主任

造形初動演習 □ 造形芸術概論
専門基幹演習 □ 専門展開演習
□ 卒業制作
・研究
□
□

京都市立芸術大学修士課程修了。専門はプ
ロダクトデザイン、家具デザイン。
デザインのみ
ならず自ら木工職人として制作を行う。
オリジ
ナルブランドを立ち上げ国内外で発表を行う。

誰かの役に立つデザインを
自らの手でつくり上げよう。
人々の生活や社会をよりよくしていくためには何が必要か？
人のために何ができるかを真剣に考え具体化していくのが
インテリア・プロダクトデザインです。
思い描いた理想像を、
自分の手で実際につくり上げて体験することで、本当に
役立つ物づくりを学ぶことが大切です。

ピックアップ

PICK UP

商品化されたキャットタワーの開発者は、
2019年
のプレゼン当時3年生だった
（左から）岡村さん、
大澤さん、
田中さん。

学生が企画・デザインした作品が商品化
インテリア・プロダクトデザインコース

綿半パートナーズ株式会社

在学中にデザインした作品が
大手老舗企業にて販売開始！
インテリア・プロダクトデザインコースでは、多数の企業や公共団体と連携してさまざまな課題
解決型学修を実施しています。
400年以上の歴史を誇る老舗企業「綿半パートナーズ株式会社」
との商品開発プロジェクトも
その一つです。
学生はグループに分かれて、
提示された課題をクリアする商品を開発し、
試作品を
制作。
綿半パートナーズ株式会社の役員や担当者の前で、
全グループが各自の商品をプレゼン
します。
プロからの作品講評は意義深く、優秀作品には表彰もあって、
プロジェクトを通じて
いくつもの得がたい学びができるのが魅力です。
最優秀作品ではなかったものの、
「わかりやすく魅力的なコンセプト」
だったことが評価され、
2019年度に提案した作品の中から、
「コーナーキャットタワー*」
が、3年の歳月をかけて製品
化され、2022年に綿半パートナーズのECサイトでの販売が始まりました。
＊キャットタワーは、猫が遊び場、休憩場所として使用する室内用の遊具。

1
デザイン性と機能性
を両立させた、
新しい
キャットタワーです。
部屋の角を利用する
ことで、
省スペースに
設置できます。

2

3

ベース
（底板）
がない
アクティブな猫ちゃん
ので、
お部屋に置い
のために、
しっかりと
ても圧 迫 感を感じ 「抜け」を設置する
ません。シンプルな
など、猫 の 動 線を
デザインで、インテ
考慮して製作されて
リアにもなじみます。 います。

4
お子様やお年寄り
の方がいらっしゃる
ご家庭でも、
安心して
ご利 用いただける
高品質素材を使用
しています。

INTERIOR AND
PRODUCT DESIGN

「コーナーキャットタワー」の特色
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コースの領域

AREA OF
COURSE

1

ディスプレイ

｜Display｜

住まいから雑貨まで、
学べる、選べる
学びの数だけ面白さが広がります！

建築から生活雑貨までコースで学べる範囲は、
想像以上の広さです。
学びながら自分に合っている分野を選び、
そこからプロとして通用する
テクニックを身につけます。

2

建築

｜Architecture｜

カスタマーの立場でポップアップショップを企画。商品の魅力を伝え、
心をつかむためのディスプレイをデザインします。
作品：井上 大夢

3

ショップインテリア

｜Shop｜

企業からの課題に応えて取り組む店舗デザイン。
インテリアデザイナー
として実社会と結びつきます。
コンセプトやターゲットを明確にしたうえで
アイデアを提案し、実践できるテクニックを学びます。
作品：村松 梨香

4

住宅

｜Housing｜

インテリアの延長線上にある建築として、
住宅を一から設計します。
さらに
興味が広がった学生は、卒業制作でさまざまなジャンルの建築にトライ
することもできます。
作品：藤森 美安

二級・木造建築士受験資格を取得
ものづくりを専門とする学びでは、関連業種への就職を見越した、
実務体験や資格取得へのフォロー体制の重要性が年々高まって
います。
インテリア・プロダクトデザインコースでは二級・木造建築士の
受験資格が取得できます。

インテリアデザインの基本を学ぶため、
自分の部屋をデザインします。
自分だけの夢の世界を、
自らのアレンジで表現します。
さらに夢を広げて、
最終的にはマイホームのデザインまで学びます。
作品：川辺 茜

AREA OF COURSE

5

照明

｜Lighting｜

6

雑貨・アクセサリー

｜Goods, Accessories｜

さまざまな素材を使って、
生活の中で使う雑貨やアクセサリーのデザイン、
制作に取り組みます。
自分でデザインして、
自分で作って、
自分で使える
楽しみを味わえます。
作品：石井 幸絵

7

インテリアデザインにとって大切な"明かり"をデザイン。
基礎実習で学んだ
アートの基本をデザインに活かして、
独創性あふれる"照明"として表現します。

家具

｜Furniture｜

プロが使う先端設備を完備した学内工房「造形ファクトリー」
を活用
して、
オリジナルデザインの作品を自分の手で作りあげます。

作品：小松 未来

作品：奥川 彩乃

8

展覧会

｜Exhibition｜

INTERIOR AND
PRODUCT DESIGN

各学年で、作品を発表する
展 覧 会を実 施しています。
各 学 年で段 階 的に評 価を
受けることが 、次 回の制 作
意欲へとつながります。
2021年度の3年生展はドア
ハンドルのトップメーカーとして
知られる
「ユニオン」
のショー
ルームで展示を行いました。
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コーストピックス

実 社 会 につながる体 験
コンペティションへの出展や企業との連携授業など、実践力が身につく授業を展開しています。

Topics

1

コンペティション・作品展

第５１回毎日・DAS学生デザイン賞
大学生の部「金の卵賞」プロダクト部門 入選

Topics

2

奥川 彩乃

産官学連携

作品展で次々に入賞・受賞
本コースでは毎年学生がさまざまな賞に作品を出展、見事な成績を収めています。

若 m o n oデザインコンペティション燕 v o l . 4
企業賞

南 銀二

学生が制作した作品を京都のホテル客室で展示
HOTEL KYOTO LOGY
（京都市）
との産学連携授業を展開。
京の町家をテーマにした同ホテル
の客室の雰囲気に合う作品を制作。
本取り組みは読売新聞にも掲載され注目を集めました。

COURSE TOPICS

世 界に視 野を広 げる
海外研修や交換留学など、
さまざまな取り組みを行っています。

Topics

Topics

3

4

海外研修

プロフェッショナル・デザイナー研修 パリデビュー

交換留学

アジア・ヨーロッパを中心とした協定校との交換留学制度のもと、活発に交流を行っています。
本学に在籍したまま、海外協定校へ交換留学制度を利用して留学することができます。

世界の最先端のデザインが集うパリ市内で開催される
「パリ・デザインウィーク」
にて、作品発表と
展覧会を実施します。
プロデザイナーとしての実務実践、
海外のデザイン関係者との交流を体験します。

島田 理央
株式会社
サンワカンパニー
就職

英語とものづくりを両立できる環境が魅力で大阪
成蹊大学に入学。留学先はデンマーク王立芸術
アカデミー。
日本と違いデザインソフトの使い方を学ぶ
授業がなく、
一人ひとりが枠にとらわれず自由に表現
していることに驚きました。
私自身も異文化の中で絵や
模型を使って思いを伝える力が磨かれたと思い
ます。住宅の建材関連の会社に就職したので、海外
事業の拡大に貢献したいと意気込んでいます。

INTERIOR AND
PRODUCT DESIGN

海外のデザインを肌で感じ、
表現力がレベルアップ。
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ジャスミン・ムスタファ

ja s m i n e M u s ta fa

三菱 地 所コミュニティ

就職実績

就職

自分と向き合い、

日本と海外の架け橋となる

確かな強みを打ち出した。

グローバルな人材をめざして。

日本のインテリアに関心があり、
和のデザインを学ぶために留学を

自己分析を掘り下げた結果、4ヶ国語を話せる幅広い言語力を

決意。内装だけでなくプロダクトのことも学べる本コースの環境に

アピールすることで状況が好転。心から働きたい企業に巡り会う

魅力を感じて、
入学しました。
就職活動はキャリアデザインの授業で

ことができました。1対1のカウンセリングで安心させてくれたり、

得た知識をもとに、先生や周囲のサポートを受けながら進行。

面接対策やポートフォリオの指導など手厚く支援していただいた

コロナ禍という不安もあり
「まずは１社」
と内定獲得の短期的目標を

就職部のスタッフの方にもとても感謝しています。就職先には海外

立てていました。
しかし書類選考の段階でなかなか通らず、
気持ち

事業プロジェクトがあり、
住宅管理サービス職を通じて日本と海外を

が落ち込む日々。
本コースの先生に相談すると、
「日本人に負けない

結ぶ架け橋の一員をめざせることが魅力の一つ。在学中に身に

強みをアピールしては」
とアドバイスをいただいたことが大きな

つけた計画性や実践力、パソコンスキルを活用し、
グローバルに

転機となりました。

活躍できる人材として輝けるよう頑張ります。

就いています。

■ 住友不動産
■ 三菱地所コミュニティ
■ フロンティアホールディングス
■ cafe

co.
■ CONY JAPAN
■ DEN PLUS EGG

インテリア・
ディスプレイ

生活に関わる幅広い仕事に

建 築・不 動 産

主な
就職先
一覧

コースでの学びを活かし、

■ セキスイデザインワークス
■ 近創
■ 築柴
■ メジャー
■ 吉忠マネキン
■ 彩ユニオン

THE FINDING EMPLOYMENT RESULTS

T Bカワシマ

就職

失敗を恐れず挑戦する姿勢が、
ものづくりでは大切と実感しました。
内定先は、車や電車の座席シートの素材を扱うメーカーです。
自分が手がけたものが、世の中で多くの人に使われることがやり
がいにつながると感じ志望しました。芸術学部には「作りたいと
思ったものを実現できる環境」
が揃っています。
ここで学んだもの
づくりの基礎やアイデアを生み出す発想力は、
内定先でも活かして
いきたいです。
また、作品制作で培った「失敗を恐れず挑戦し、
その経験を次に活かす姿勢」
は卒業後も大切にしていきます。

平 田タイル

谷 優那

就職

諦めたい気持ちに勝った、
作品を作るワクワク感。
作品制作では、デザイン起こしと試作を重ね、試行錯誤する
過程に何度も諦めたくなりましたが、作り上げる面白さやすごい
アイデアが生まれるワクワク感が勝って続けてこられました。
内定先
はタイルを中心に住宅設備の販売から施工までを行う、創業
100年を超える老舗専門商社です。新規集客のために自社ブラ
ンドの立ち上げやオンラインショップ開設しており、4年間で得た
専用ソフトの活用スキルやプレゼン力を活かしたいと思っています。

カクダイ

小田 直毅

就職

使う側の視点を大切に、
より便利な水栓の企画開発をしたい。
インテリアとプロダクトの両方を学べるのが本コースの魅力。授業
を通し、
住宅や店舗の設計、
家具、
雑貨まで幅広くデザインを修得で
きました。内定先を志望したのは、1年の授業で家具の見本市に
行った際に、
インパクトのある面白いデザインに感動したのがきっ
かけ。
私も人を感動させられるものづくりがしたいと思いました。
大学
では
「使う人の視点に立って考えること」
の大切さを学びました。
この
考えを大切にして、
より便利な水栓の企画開発に貢献したいです。

■ スーベニール
■ ANGERS

■ 傳來工房

■ アダル

■ BRUNO

■ 平田タイル

■ 相合家具製作所

■ ウエスト

■ a.depeche

■ カインズ

■ カクダイ

■ グランツ

■ オウルテック

■ バル・コーポレーション

■ ザ・パック
■ クラブコスメチックス

INTERIOR AND
PRODUCT DESIGN

■ カンディハウス

パッケージ・
アクセサリー・
演出

■ アクタス

雑 貨・
プロダクト

■ 東洋シヤッター

家具

建築
プロダクト

■ サンワカンパニー

杉山 里香

■ アフラックス
■ ビジョンメガネ
■ エス・シー・アライアンス
■ エスクリ
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施設・設備紹介

FACILITIES INTRODUCTION

1

ギャラリー

2

DTPルーム

3

ゲーム・ラボ

4

情報デザイン演習室

5

3Dプリンタ《L-DEVO® シリーズ》
L-DEVO® F300TP

芸術学部教職員による企画展や学生が自分たちで企画する
展覧会などを開催します。
また、
公開講座・ワークショップ・イベント
なども開催します。

印刷物デザインに特化したパソコン環境に、
A3対応スキャナや
大判プリンタを設置し、
編集作業から出力まで行うことができます。

新型パソコン、液晶タブレット、ゲーム開発ソフト
「Unreal
Engine4」
「 ZBrush」
「 Maya」
「 Unity」
などを揃え、
さまざまな
ジャンルのゲームを実際の制作現場と同じ環境で研究できます。

1

イラスト制作、
3Dモデリング、
アニメーション・動画編集など幅広い
制作に対応できるパソコン実習室です。

2

3

大型で複雑な造形物も安定して造形できます。出力物にかな
り近づいて見ないと積層跡がわからないほどの高精細度で
す。3DCGで作成したデータをこの高精細な3Dプリンタを使っ
て実際に手に取ることができる物として出力することができます。

4

5

6

録音スタジオ

7

写真撮影スタジオ

8

金工室

9

塗装室

10

木工室

11

レーザー加工室

12

映像撮影スタジオ

13

電気窯

コンデンサマイクを常設したナレーションブース、オーディオ
ミキサー、DAWといった録音機器を備え、音素材の収録から
加工まで行うことができます。

大型のバック紙を備え、人物や立体的な造型物、平面の作品
などを撮影することができます。

6

7

鉄板やパイプの切断、溶接、穴あけなど、金属加工による作品
全般の制作ができます。

スプレーガンを使用した塗装作業や、
樹脂を使用した作業など
を行うことができます。作業者の安全に配慮した換気装置を
設置しています。

8

9

ベニヤなどの板材や角材などのカット、
穴あけ、
プレスなど、
木材
加工による作品全般の制作ができます。

10

11

大型レーザー彫刻機を使用し、
アクリル板、
ゴムなどの切断と
彫刻を行うことができます。

新設

映像の撮影から配信まで行えるスペースを新たに新設。
合成用の
大型グリーンバック、
住居風・カフェ風の家具、
および各種ビデオ
系機材を備え、
バラエティに富んだ制作の機会を提供します。

12

13

立体造形の制作・研究のために、
屋外に電気窯を設置しています。

将 来を担う高 校 生 、中学 生の作 品を公 募

第12回 大阪成蹊
全国アート&デザイン
コンペティション開催

O S A K A

S E I K E I
A R T
&
D E S I G N

今年も未来に活躍する人材発見を目的として
「第12回 大阪成蹊全国アート&デザイン

THEME

コンペティション」
を開催します。

COMPETITION

テーマ：ワタシノセカイ

2022

作品募集期間：2022年9月1日
（木）～10月6日
（木）
作品募集部門：A部門 〈グラフィックデザイン〉

（高校生の部）

ワタシノセカイ

B 部門 〈マンガ・キャラクター・イラストレーション〉
C部門 〈写真〉

［ 作品募集期間 ］

D部門 〈インテリア・プロダクトデザイン・

2022

9.1（木）

ファッション・コスチューム・雑貨・工芸〉

10.6（木）

E 部門 〈美術（絵画・立体）〉
F 部門 〈バーチャルメディア〉

第12回大阪成蹊
全国アート＆デザインコンペティション 2022

高 校 生・中 学 生 作 品 募 集

主催：学校法人大阪成蹊学園

Access
N

至 京都

至 京都河原町

済生会吹田病院

大阪成蹊大学
井高野橋
第2
グラウンド

道

本
線（

グローバル館
高浜神社

海
東

阪急

バス乗車
位置

JR
京

都

線

）

アサヒビール

吹

田

京都

線

井高野小

消防署

大阪高校

オープンキャンパス情報をはじめ、
進学相談会情報、入試関連情報などを
いち早くお届けします!

アトリエ棟

南館

相

東館

今
里
筋
線

2023年4月
新キャンパス開設
線
状

環

内

トロワジム

大阪メトロ

川

至 大阪

バス乗車
位置

井
高
野

大阪成蹊大学
LINE公式アカウント
新規登録募集中！

ID検索で
登録

@osaka-seikei-univ

至 大阪梅田

●阪急京都線「相川」駅下車 東改札口を出て徒歩約5分（約300m）
●JR京都線「吹田」駅からスクールバスで7分、降車後東へ徒歩約5分（約300m）
●大阪メトロ今里筋線「井高野」駅からスクールバスで5分
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芸 術 学 部
〒533 - 0007 大阪市東淀川区相川3 -10 - 62
Tel:06 - 6829 - 2554 Fax:06 - 6829 - 2601
［E-mail］nyu@osaka-seikei.ac.jp（入試統括本部）
https://univ.osaka-seikei.jp
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