平 成 20 年 度 文 部 科 学 省 委 託
専修学校教育重点支援プラン

章扉

Web などの電子媒体環境を前提とする、グラフィック
デザインを中心とした情報デザイン教育プログラムの開発

はじめに
まず，本事業の実施にあたりアンケート調査にご協力頂いた全国
の高等学校，専門学校，短期大学，大学の職員，教員，教授，他関
係する方々にこの紙面にて御礼申し上げます。
特にシラバスを提供してくださった学校関係者の方々には，その
ご理解とご協力にあらためて御礼申し上げます。
昨今の急激な景気悪化に伴い，今後学生の就職状況にも多大な影
響があると思われます。
このような環境の下，国の動きにおいては初等中等教育での「生
きる力」が日本国民の必須の力として位置づけられ，その一つとし
て「情報」教育が取り上げられたことは意味深いことです。
従来から情報コンテンツをデザインしてきたグラフィックデザイ
ン業界では，情報を伝える手段は紙媒体が中心でした。しかし，イ
ンターネットや携帯電話，各種のオンラインコミュニティやサービ
スにみられるように，情報を伝える技術は急速に変化しています。
高度化された情報伝達手段では，従来のグラフィックデザインでは
あまり意識されてこなかった「使いやすさ」といった点も必要にな
るなど，紙媒体中心の時代には無かった新たな視点が求められてい
ます。こうした中，新たな教育が必要になってきました。
これまでも「情報」はいろいろな形で教育されてきましたが，よ
り付加価値が高く時勢に合った教育を行うためには，まず現状を知
る必要があるとの考えから今回の調査に至りました。
今回の調査ではまだまだ不十分ではありますが，一つの調査事例
として多少なりとも参考になれば幸いです。
なお調査結果の詳細は別途印刷しておりますのでご了承下さい。
実施委員長
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事業の概要
事業名

事業の概要

中心としてきたメディアに変化が見ら

ニーズ調査，実態調査，実地調査等各種

象として調査を実施（配布約 2000，回

れるようになってきた。広告や雑誌に

調査の内容

収約 700 想定）。④は広告代理店などの

掲載していたコンテンツが電子媒体を

情報デザイン教育の実態調査

業界企業５社程度へのヒアリング調査

Web などの電子媒体環境を前提とす

活用し始めている。グラフィックデザ

調査のねらい……①高等学校におけ

を予定。

る，グラフィックデザインを中心とした

イン教育は主に紙媒体をターゲットに

る専門教科情報「コンピュータデザイ

情報デザイン教育カリキュラム試案並び

情報デザイン教育プログラムの開発

してコンテンツ制作やデザインの手法

ン」の学科名が「情報デザイン」に変

に指導手引書評価調査。

事業の概要

をあるいは技術を教育してきたが，電

わろうとしている。高等学校における

調査のねらい……前項の調査・分析結

インターネットの利用やパソコンの普

子媒体をも含めたコンテンツの制作手

現状と今後の方向性を調査する。②専

果に基づき作成するカリキュラム試案並

及で高度情報化社会に突入したと言われ

法などワンソースマルチユースな技術

修学校においてはかつての紙媒体を中

びに指導手引書を用いたセミナー受講者

て久しい。社会インフラとしてのネット

教育が必要になってきた。そのために

心としたグラフィックデザイン教育が

を対象に，情報デザインプログラムの評

ワークはＮＧＮ（次世代ネットワーク）

は業界の必要とする人材や教育に取り

ICT 環境の中で変質してきている。専修

価アンケート調査を行う。調査・分析結

サービスの開始に伴い益々整備される状

込む知識，技術を調査研究し，早急に

学校における現状と方向性を調査する。

果も結果報告書に反映させる。

況にある。しかし，情報機器を使いこな

教育カリキュラムを整備する必要があ

③四短大においては近年情報デザイン

実施方法……12 月以降に開催する２

す教育はなされてきたが，伝えたい事柄

る。

学部，情報デザイン学科，情報デザイ

回の普及セミナー受講時にアンケート調

を，伝えたい相手に，如何に的確に，伝

コンテンツ（情報）を媒体に合った伝

ンコース等の新設，科名変更が盛んに

査する。

達するか，と言う教育（情報デザイン教

え方（デザイン）にしていかなければな

行われている。四短大における現状と

実証講座等の内容

育）
が今後益々重要になる。今事業では，

らない新たな情報デザイン教育のプログ

方向性を調査する。④デザイン業界に

情報デザイン教育カリキュラム試案並び

Web 環境などの電子媒体環境を前提と

ラムの開発を目的とする。

おいては技術変化に対応した制作手法

に指導手引書検討会

したグラフィックデザイン教育プログラ

教育プログラム開発の内容

の見直しが叫ばれている。業界の方向

実態調査結果を基に，専修学校２ヶ年

ムの開発・実践を行う。業界ではかつて

現状の Web デザイナやグラフィック

の紙媒体主体のグラフィックデザインが

デザイナなどの仕事内容を調査し，グ

調査結果を分析し，専修学校２ヶ年の

電子媒体への活用に向かって広がり，相

ラフィックデザイン教育として必要な

情報デザイン教育カリキュラム試案作成

検討を行う。

互が密接に関係してきているが，教育内

内容を精査する。

の検討材料とする。

情報デザイン教育普及セミナー

容に反映できておらず，相互の新しい領

現状のグラフィックデザイン教育の

域を教育に取り組む必要性が増してきて
いる。情報をデザインする上で紙媒体に
はない電子媒体の特性を捉えたデザイン

容を盛り込み，あたらしい教育カリキュ

教育の方向性と開発が求められている。

ラムのパターンを開発する。

性を調査する。

の情報デザイン教育カリキュラム試案の
検討を行う。また，同指導手引書の内容

実施方法……①，②，③については郵

（財）専修学校教育振興会の協力も得

カリキュラムを調査し内容を整理する。

送によるアンケートによるサンプリング

て，情報デザイン教育を実践あるいは

その上でこれから必要となる新たな内

調査。④については面接調査とする。

今後実施予定の高等学校，四短大，専

調査対象……①は実業高校，総合高

修学校に呼びかけ，ワークショップを

校，②はコンピュータ系専門学校，デ

含め４時間程度の講座を２回，首都圏

事業の内容

新たな教育カリキュラムを授業にて

ザイン系専門学校，③は情報デザイン

で開催する。情報デザイン教育の実態

実践し，その効果と問題点を探る。実

あるいは，それに類するコースを設置

調査結果報告を始め，開発したカリキュ

事業の目的

施した結果を踏まえて「指導手引書」

している四短大。これら既存取組校に

ラム試案，指導手引書の解説を行うと

として教育指導に必要な内容をまとめ

新規取組意向層（潜在層）も加え，高校・

と も に， こ れ ら を 使 用 し て の ワ ー ク

る。

専門学校・大学で約 2000 校程度を対

ショップを開催する。

Web や携帯電話などの電子媒体の普
及が進む中，広告や雑誌など紙媒体を
8

9

第１章

調査結果の概要

情報デザイン教育の実態調査

第１章

として，「学校調査票」と「教員調査票」

情報デザイン教育の調査

の２種類のアンケート調査を行った。

情報デザイン教育

「学校調査票」は，情報デザイン教育

情報デザインという言葉は様々に解釈

に関する，
「関連学科・科目等の設置状況」

され，特に定義づけられてはいないよう

についてのアンケートを実施した。

調査結果の概要

情報デザイン教育の概要（教員調査票）
情報デザイン教育の意識度

を中心に教育している学校や学部または

情報デザインという言葉が広がり始め

学科等と，プログラムやシステム等を中

て数年経つが，関係する学校では思いの

心にして教育しているそれとでは異なる

である。しかし調査を行う上である程度

「教員調査票」は，情報デザイン教育

ほか教育の上で意識が高いことが調査結

結果を得た。両者では学校の成り立ちや

言葉の意味を明確にしなければ回答が不

に関する，
「関連学科・科目等における

果からわかった。高等学校，専修学校，

教育の主軸が違い、同じ情報デザインで

明瞭になりかねないため，ここでは次の

学習実体」と「情報デザイン教育の実施

大学・短大のトータルで，「非常に意識

も教育内容やその捉え方からカリキュラ

ような意味を持たせた。

環境と課題」及び，
「グラフィックデザ

している」に「多少意識している」を足

ムが異なる。結果的にその差が意識の違

イン関連学科の教育内容」についてアン

すと 83.4% に達する。特に専修学校と

いとして現れたものと思われる。

取り巻く様々な情報や知識，知恵を理解

ケートを実施した。

大学・短大での意識が高い。

グラフ３

し，伝え，共有するための能力向上を目

実施期間

「情報デザイン教育とは，われわれを

的とするものです。問題発見，情報収

その現れか，今年度大学では情報デザ

平成 20 年 10 月 10 日〜 11 月 3 日
調査対象

集・分析・編集，表現・伝達についての
基礎的な知識や技術の他，情報メディア
デザイン，インフォメーションデザイン，

グラフ１

大に対して合計で 2,861 通のアンケー

す。
」とした。

8.4

調査内容

37.3

関連学科（回答数 30 校）の教育内容を

「情報デザイン教育に関する実態調査」
表１

発送数
高等学校（工業商業・総合）
専修学校（工業・商業・文化教養）
大学・短大
合計

学校調査票
182
128
502
812

1,144
520
1,197
2,861

有効回収数
回収率 教員調査票
15.9%
137
24.6%
84
41.9%
328
28.4%
549

回収率
12.0%
16.2%
27.4%
19.2%
単位：校数

表２

教員調査票におけるグラフィックデザインに関する質問の内訳

実施している科目名の回答校数
その他グラフィック関連学科回答校数

高等学校
34
10

専修学校
61
30

大学・短大
118
31

合計
213
71
単位：校数

12

高等学校

137 校

専修学校

84 校

20

40

40

60

80 100%

全 540 校

情報デザインに関する学習内容を次の

全く意識していない

項目で調査すると，概ね全体を通して学

無回答

習しているようである。高等学校と大学・
短大では「情報デザインの基礎」，「表現
の基礎」の２つの基礎と，
「プレゼンテー
ションデザイン」が共通して多くが学習

非常に意識している

していた。

多少意識している
どちらとも言えない

60

プレゼンテーションはどの業界でも，

あまり意識していない

328 校

全く意識していない
無回答

0

20

情報デザインに関する学習内容

情報デザイン教育の意識度（学校別）

大学・短大

全く意識していない

112 校

無回答

0

全 549 校

調査対象

どちらとも言えない
あまり意識していない

その他

あまり意識していない

中心にその結果をまとめた。
グラフ２

非常に意識している
多少意識している

どちらとも言えない

46.1

（回答数 84 校）におけるグラフィック

97 校

多少意識している

のアンケートを元にして，主に専修学校

専門的な知識や技術の習得も行うもので

94 校

情報システム関連学科 237 校

非常に意識している

6.2

第 2 章以降ではこのうち
「教員調査票」

プロダクトデザイン，IT デザイン等の

CG・Web 関連学科

情報デザイン教育の意識度（全体）

1.1 0.9

トを発送し，表 1 の結果を得た。

グラフィックデザイン，Web デザイン，

グラフィック関連学科

インそのものや，それに近い名称の学科
が数多く新設された。

全国の高等学校，専修学校，大学・短

情報デザイン教育の意識度（学科別）

80 100%

また日常の生活においても必要なことで

全 549 校

あり多くの学ぶ機会があるようである。

しかし関連する学科別に見るとデザイ

高等学校では平成 11 年に学校教育法

ン系の学校が「非常に意識している」と

の一部が改正された。それに伴い学習指

回答していることが特徴的な結果として

導要領が改訂され、平成 15 年度から年

現れた。

次進行により実施することになった。そ

「情報デザイン」はデザインそのもの

の際，普通教科，専門教科ともに「情報」
13

第１章

情報デザインに関する学習手法

調査結果の概要

が加えられた。（さらに平成 20 年度に

さらに情報モラルや責任と情報社会の

改訂され，現執筆段階では確定していな

創造に参画しようとする態度（これらを

高等学校，専修学校，大学・短大で概

実際の状況を想定していることがわか

いが，専門科目にあった「コンピュータ

情報社会に参画する態度としている）ま

ね同じ割合であった。目立つものが「プ

る。課題制作や進め方等をやりっ放しで

デザイン」が「情報デザイン」に変わる

で盛り込まれている。
（これらも改訂中

レゼンテーション・発表会・展示会など」

はなくきちんと評価してフィードバック

予定である。）

であるので注意。
）

と「創作・制作・製作実習など」である。

していることも注視すべき点である。

高等学校の「情報」教育は幅広く指導

このような背景から，科目等の名称は

要領が作られており，中には情報デザイ

異なるが「情報デザインの基礎」
，
「表現

ンに関連するであろう情報の収集・判断・

の基礎」，
「プレゼンテーションデザイン」

表現・処理・創造・発信・伝達・コミュ

の学習機会が多いものとみられる。

ニケーション等（これらを「情報活用の

専修学校は各々の専門性に特化した教

実践力」としている）のキーワードも入っ

育ではあるが，情報をデザインしていく

ている。

上で各項目の必要性が共通してうかがえ

また情報の適切な扱いや，自らの情報

実際に作って発表する機会を多く授業に

ク（企画諸制作など）」，「チームでのプ

情報デザインの基礎知識を学び，課題

ロジェクト活動」，「制作物やワークへの

に対してコンセプト作りをしっかりと考

評価・フィードバック」が 65~70% く

える過程を経て，実際の制作や発表まで

らいありこの点もかなり重視している。

こなしている様子が伺える。

実際に頭で考え，手を動かして実務に

さらにチームでの活動を通してグルー

る。
「プロダクトデザイン」と「IT・シス

グラフ５

テムデザイン」は学校数が少ないためこ

100%

れらを「情報の科学的な理解」としてい

のような結果になっているが専門に教育

80

る）の理解も入っている。

している学校では高い値になるであろう。
情報デザインの学習内容（学校別）

中でも専修学校での「コンセプトワー

取り入れていることがわかる。

活用を評価・改善できる理論的な方法（こ

グラフ４

プワークやコミュニケーション等企業や

沿った手法が多いようである。

情報デザインの学習手法

70
60

100%

50
40

80

30
60

20
10

40

無回答

制作物やワークへの評価・フィードバック

情報デザインの知識等を評価するペーパーテスト

企業とのタイアップ授業やインターンシップ

チームでのプロジェクト活動

ワークショップの実施

創作・制作・製作実習など

プレゼン・発表会・展示会など

ユーザビリティ調査

無回答

ＩＴ・システムデザイン

プロダクトデザイン

プレゼンテーションデザイン

インタラクティブメディアデザイン

ビジュアルデザイン

情報の表現と演出

表現の基礎

情報の構造化と編集

情報収集と解釈

問題の発見と企画

14

リサーチ︵聞き取り・アンケートなど︶

全 549 校

フィールドワーク︵現場訪問など︶

328 校

0

コンセプトワーク︵企画書作成など︶

84 校

ブレーンストーミング

専修学校
大学・短大

情報デザインの基礎

0

137 校

情報デザイン概論の講義

20

高等学校

全 549 校

15

第１章

学習内容の重視度と達成度

学習目標と身につけさせたい能力
学習目標

調査結果の概要

身につけさせたい能力として問題発

①問題発見，情報活用，表現伝達の基

見力，実現力，発想力，段取り力，情報

イン力はどこにでも必要になる力である

礎理論の理解，②・問題発見，情報活用，

収集力，情報分析力，判断力，情報編集

学習目標はそれぞれの学校の立ち位置

と捉えているようである。また近年コミュ

表現伝達の実践能力の向上，③様々な媒

力，表現構成力，コミュニケーション力

によって異なっている。高等学校では「ア

ニケーション能力の低下が著しいことが

体（紙，Web，プロダクト）での表現活

の 10 項目を調査した結果がグラフ８で

プリケーションソフトの活用力を高め

社会問題にもなっているが，デザイナー

動の経験，④専門分野のデザイン・設計・

ある。他にも評価力や知識力，創造力等

る」がトップで，次いで「個々人の表現

としてややもすると制作に没頭する傍ら，

企画の実践能力の向上，⑤複数分野のデ

が考えられるが今回は含まなかった。

力を高める」が多い。小学校や中学校で

人とのコミュニケーションが不足しがちな

ザイン・設計・企画の実践能力の向上の

これらを「非常に重視している」のは

コンピュータに慣れ親しみ，高等学校で

ところを高めようとしているのであろう。

５項目についての重視度と達成度の結果

専修学校であるが，高等学校も大学・短

いろいろな表現力を高める道具としてア

大学・短大では「個々人の表現能力を

がグラフ７である。
グラフ７は全項目のトー

大も「重視している」ことがわかった。

プリケーションの活用力を向上しようと

高める」がトップで，専修学校と同じで

タルで示しているが，概ね「非常に重視」
，

しかし達成度となると中間の「どちらと

していることがうかがえる。

あるが，次いで「問題解決の考える力を

または「まあ重視」が多くなっている。こ

もいえない」が全ての学校において共通

専修学校では「個々人の表現能力を高

高める」が多い。
「コミュニケーション

のグラフには現れていないが，
「複数分野

している。

める」がトップで，次いで「コミュニケー

能力を高める」を僅かに上回っているだ

のデザイン・設計・企画の実践能力の向上」

前述のグラフ７の達成度もそうである

ション能力を高める」が多い。デザイン

けであるが，４年間という時間がこの考

に限っては「どちらともいえない」が多い。

が，「十分達成」は非常に少ない。実際

能力を第一の目標にしているのはどこも

える力を高めることを可能にしているの

クロスメディア等関連する媒体など仕

の職業人の中でも十分達成できている人

同じようである。媒体は変わってもデザ

かもしれない。

事の幅も広がりつつある状況があり，こ

は非常に少ないことを考えれば，生徒・

れは別の調査結果で今後教育したい内容

学生として「まあ達成」が多いことがむ

としていくつかは導入の意識がみられる。

しろ正しい結果かもしれない。

グラフ６

情報デザインの学習目標（学校別）

100%
80

グラフ７

70

3.2

60

学習内容の重視度と達成度

グラフ８ 身につけさせたい能力の重視度と達成度
0.8 2.7

3.3
非常に重視

9.4

27.6

50

まあ重視

20.8

どちらともいえない

21.4

40
30
20

高等学校

137 校

専修学校

84 校

大学・短大

非常に重視

3.7

まあ重視

31.7

あまり重視しない

あまり重視しない

40.3

全く重視しない

34.9

全く重視しない

無回答

328 校

どちらともいえない

無回答

重視度

重視度

10
無回答

デザイナ・プランナとして活躍でき
るようにする

チームワーク・グループワークの実
践力を高める

16

アプリケーションソフトの活用力を
高める

企画／情報収集・分析／編集・表現
のフローを体得する

個々人の表現能力を高める

コミュニケーション能力を高める

ユーザや受け手の理解力を高める

情報発信の主体性・能動性を養う

問題解決の﹁考える力﹂を高める

自ら情報発信する﹁楽しさ﹂を知る

0

全 549 校

6.1

6.3 5.1

十分達成

3.1

まあ達成

11.0

36.4

6.2 3.5

まあ達成

13.6
33.5

どちらともいえない
やや不十分

35.1

どちらともいえない
やや不十分

40.1

全く不十分
無回答
達成度

十分達成

全く不十分
無回答

全 540 校

達成度

17

全 540 校

第１章

能力向上の実施体制

情報デザイン教育の取り組み
能力向上のための取り組み

能力向上の重視度と達成度

調査結果の概要

ラフ 12 はこの全学校の結果である。

能力向上のための取り組みは複数科目

①カリキュラムの整備，②教育目標・

グラフには現れていないが，専修学校

にまたがった横断的な教育が多いようで

指針の明確化，③学習内容・学習方法の

全体では「教育目標・指針の明確化」の

情報デザイン能力や情報コミュニケー

あるが，実施体制となる科目の連携は難

充実，
④指導教員の確保や指導力の向上，

「十分達成」が 19.5% で最も高いが，そ

ション能力の向上のための取り組みは単

しいようである。専修学校は比較的バラ

⑤必要な学習期間・授業時間数の確保，

独の科目ではなく，複数の科目を組み合

ンスが取れているようにも思われる。全

⑥有用な教科書・テキスト・教材の調達，

わせて体系的に行っている学校が多い。

体を把握できるリーダのもと組織的・計

⑦教育成果の評価や認定の方法の確率，

100%

実際にいくつかの学校を訪問して学習

画的に教育できる体制が好ましい。特定

⑧学内の理解促進や教員間の連携強化，

80

全く不十分

の教員一人だけに依存するような体制で

⑨外部ネットワーク（企業・教員）の充

60

やや不十分

は問題が発生しやすい。

実，⑩関連学科・コース・科目等の学生

40

どちらともいえない

の確保の 10 項目についての重視度と達

20

まあ達成

0

十分達成

内容を視察したところ同様であった。
情報デザインやコミュニケーション

「熱心な教員が個人的に手探りで進め

はある程度概論として基礎知識を教育す

ている教員・教授が少ないのもまた事実

「非常に重要」と「まあ重要」で 50% を

るところが多く，単独の科目では体系的

であることがわかる。

越えている。専修学校にいたっては平均

報デザインや情報コミュニケーションは

ではなく，この熱心な教員がリーダーと

様々な科目内にが存在し，横断的に行わ

なって中心的な役割を果たし，各科目間

100%

れていることが明確になった。

の調整や計画を担っているようである。

80

全く重要でない

60

あまり重要でない

60

40

どちらとも

40

20

まあ重要

20

これらを各科目のシラバス内に情報デ

グラフ 10

ザインに関する項目がわかるように第４

80%
70

でまとめてあるので参照して頂きたい。

専修学校

84 校

単独の科目・授業で総合

無回答
全 549 校

18

無回答

12.0

その他

その他

他の教育機関と連携しながら推進

んでいる

企業と連携しながら推進

が教員が意識的に取り組

異なる分野・専門の教員が連携して推進

51.4

熱心な教員が個人的に手探りで進めている状況

30.2

体系的・総合的ではない

リーダーが中心となって組織的・計画的に推進

0

的な内容で行っている

関連学科・コース・科目等の学生確保

10

学内の理解促進や教員間の連携強化

20

外部ネットワーク︵企業・教員︶の充実

て体系的に行っている

有用な教科書・テキスト・教材の調達

2.9 3.5

30

教育成果の評価や認定の方法の確立

40
複数の科目を組み合わせ

0

指導教員の確保や指導力の向上

328 校

必要な学習期間・授業時間数の確保

大学・短大

50

学習内容・学習方法の充実

能力向上の取り組み

137 校

能力向上の重視度
100%

無回答

カリキュラムの整備

60

高等学校

グラフ 11

教育目標・指針の明確化

グラフ９

能力向上の実施体制

で 75% が重要としている。

80

非常に重要

0

不足感あり
不足感なし

全 540 校

達成度の低い割合に沿うように教員自
身もそれぞれ不足感を感じている。
若干ではあるが「関連学科・コース・
科目等の学生の確保」は達成度の低さよ
りもさらに不足感を感じているようであ
全 540 校

る。

情報デザインはまだ新しい分野のた

全 549 校

…

専修学校では熱心な教員だけに頼るの

…

に教育することは難しいようである。情

関連学科・コース・科目等の学生確保

ラボレーションといった形式で行ってい

学
…内の理解促進や教員間の連携強化

全学校でこれら全ての項目に対して

外部ネットワーク︵企業・教員︶の充実

インそのものを長年専門に教育・研究し

必
…要な学習期間・授業時間数の確保

めには演習や実習，グループワークやコ

無回答

教
…育成果の評価や認定の方法の確立 …
有用な教科書・テキスト・教材の調達

成度の結果がグラフ 11 である。

能力向上の達成度と不足感

指導教員の確保や指導力の向上 ……
……
学習内容・学習方法の充実 ………
………

ている状況」が多いことから，情報デザ

グラフ 12

教 育 目 標 ・ 指 針 の 明 確 化 ………
………
カ リ キ ュ ラ ム の 整 備 …………
…………

ることはできるが，能力を向上させるた

れでもまだ低い値に留まっている。

少子化が進む中，対象の入学生に，よ

め，
達成度となるとどの学校も低くなる。

り魅力のある特徴ある充実した教育内容

また「どちらともいえない」の割合も高

が求められている。

く，評価も進んでいないようである。グ
19
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情報デザイン教育の必要性

情報デザイン教育の必要性

グラフ 14

「非常にそう思う」と「まあそう思う」

学校教育法の改正

を学校全体で合計すると 68.7% と約７

平 成 20 年 3 月 に 学 校 教 育 法（ 昭 和

「非常にそう思う」として最も必要性

50 年ぶりの改正になる。

CG・Web 関連学科

全学校で圧倒的に「教育内容の質的充

94 校

実への効果」がトップである。

非常にそう思う

97 校

まあそう思う

割近くが必要性を感じている。

22 年法律第 26 号）が改正された。約

情報デザイン教育を実施するメリット

情報デザイン教育の必要性（学科別）

グラフィック関連学科

を感じているのは専修学校であった。就

学校や教員のためではなく，生徒や学

どちらともいえない

情報システム関連学科 237 校

生自身の能力向上へ向けて取り組む姿勢

あまりそう思わない
その他

全くそう思わない

112 校

が伺える。

無回答

0

20

40

60

全 540 校

80 100%

その中で義務教育の目標を定めた第

職先等で即戦力として期待されているか

21 条の四に，「家族と過程の役割，生活

らであろう。様々な情報をデザインでき

に必要な衣，食，住，情報，産業その他

る能力が，企業から求められ始めてきて

全学校を通して「時代や社会の要請だ

70

の事項について基礎的な理解と技能を養

いる現れでもある。
（現在，企業の求め

から」がトップであった。社会が必要と

50

うこと」とあり，衣食住の次に「情報」

る人材像を調査中である。
）

している情報を認識しており，特に専修

グラフ 16

情報デザイン教育を実施する理由

60
40
30

学校では就職への影響が大きいことから

20

義務教育においてもこの「情報」がこ

い高校とでは必要性に差があると思われ

次に「就職先企業のニーズや業界の動向

0

れからの社会を生きていくために日本国

る。20.4% という数字はそのためでは

を踏まえて」が多くなっている。

民が必須の力として必要な「生きる力」

ないか。情報をデザインする前に，まず

また「学校の魅力づくりや付加価値の

の一つとして法律で定められたことは非

は活用できる能力を高めるという考え方

向上のため」は全学校 40% 台で割合が

常に重要なこととして受け止めなければ

で，アプリケーションの操作・活用能力

高く，従来の教育だけでは不十分である

ならない。

の向上に時間をとられているのではない

ことも確かに認識しているようである。

かと思われる。

今後いかに独自色を持った特長ある学

グラフ 13

校・学科を作っていけるかが今後の課題

どちらともいえない
あまりそう思わない

大学・短大

ニケーション，知識の向上等デザインさ

20

40

328 校

60

80 100%

60

全 549 校

れた「情報」はあらゆる場面や機会で活
用され恩恵を受けることができる。

学科別で見ると情報システム関連学科
が「非常にそう思う」が最も少ないが，
「ま

現在情報は単に溢れているのではな

の元になり，人の生命にも関わることも

やアクセシビリティ等が他の関連学科よ

あり得る重要な分野である。

りも重視されるためではないだろうか。
20

0

描けるだけでは通用しない。問題や課題
の発見から，情報の収集，解釈，構造化

無回答

えると 73.2% と最も多い。ユーザビリティ

になった。

10
その他

情報の不適切なデザインは誤解や事故

ろの「生きる力」にもつながる位置づけ

328 校

単にアプリケーションが使える，絵が

情報デザイン教育に明るい教員等がいるため

常にそう思う」に「まあそう思う」を加

値を高めてきた。文部科学省のいうとこ

20
就職先の企業ニーズや業界動向を踏まえて

とでも情報過多を感じている。

84 校

30

学校の魅力づくりや付加価値向上のため

性を感じている。CG・Web 関連学科は
「非

137 校

専修学校

40

他校の取組動向やトレンドを踏まえて

あそう思う」も含めると７割前後が必要

源が幾つもの媒体で伝えられたりするこ

高等学校

大学・短大

50

時代や社会の要請だから

く，整理されていなかったり一つの情報

情報はあらゆる技術の進歩に伴いその価

情報デザイン教育の実施理由

80%

無回答

0

今更ながらに情報の大切さが世の中に
広まりつつある。活版印刷の発明以来，

グラフ 15
70

全 549 校

情報の大切さ

であろう。

全くそう思わない

無回答

84 校

その他

まあそう思う

教員の指導力向上への効果

専修学校

非常にそう思う

教育資源の有効活用への効果

危険の回避や健康の維持，伝達やコミュ

137 校

教育内容の質的充実への効果

高等学校

人が生きていく上で便利さや快適さ，

進路・就職先の開拓への効果

報デザイン」もその一つである。

情報デザイン教育の必要性（学校別）

入学者数の維持増加への効果

「情報」が今まさに改訂されているが，
「情

10
学校のイメージアップへの効果

高等学校においても普通・専門教科の

教育のメリット

80%

高等学校の場合，普通高校とそうでな

が加えられた。

調査結果の概要

と編集，表現や演出，評価，また，ワー
クフローやチームワーク，プレゼンテー
ションやコミュニケーションといった情
報に関わる幅広い知識と実務能力を身に

全 549 校

つけることとその向上が求められている。
21

第２章

指導手引き１

（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）
Web などの電子媒体環境を前提とする，グラフィック
デザインを中心とした情報デザイン教育プログラム１

第２章

らず関係してくるからであろう。

専修学校の情報デザイン教育

グラフィックデザイン関連学科と

グラフ１
100%

CGWeb 関連学科で共通している項目は

専修学校の関連学科別に今後実施した

情報のモラルとアーキテクチャが上げら

20

い（現状では不十分と感じている）学習

れている。現在の 20 歳前後の学生は小

内容を調べてみた。上位 10 項目につい

学校，中学校時代に情報モラルについて

てまとめたのが表１である。

ほとんど教育を受けていない。情報を扱

色彩構成

平面媒体の情報伝達の手法等の基礎知識と応用

平面媒体による情報表現

静的表現・動的表現

デジタルメディアのコンテンツの企画等の基礎知識

色彩構成

平面構成

企画プレゼンテーション

コンセプト具現化とデザイン計画

情報社会とデザイン

プレゼンテーションの実施環境・リハーサル

プレゼンテーションの企画・シナリオ・表現

プレゼンテーションの手法等の基礎知識と応用

ビジュアルデザイン企画・設計等の基礎知識

平面媒体の情報伝達の手法等の基礎知識と応用

ユーザインタフェースの表現

画材・コンピュータ

デジタルメディアの情報表現等のデザイン

デジタルメディアの情報伝達の手法等の基礎知識と応用

関連性の表現

レイアウトとその要素

立体構成

インタフェースの設計

チームオペレーション

コンセプトメイキング

全 12 校

プレゼンテーションの企画・シナリオ・表現

平面媒体の情報伝達の手法等の基礎知識と応用

25

レイアウトとその要素

デジタルメディアの情報伝達の手法等の基礎知識と応用

情報システム関連学科

プレゼンテーションの実施環境・リハーサル

ビジュアルデザイン企画・設計等の基礎知識

平面媒体による情報表現

画材・コンピュータ

映像表現

プレゼンテーションの手法等の基礎知識と応用

情報社会とデザイン

ユーザインタフェースの表現

デザイン要素と心理

関連性の表現

質感構成

運動・動き構成

立体構成

色彩構成

平面構成

インタフェースの設計

コンセプトメイキング

情報アーキテクチャ

情報モラル

情報デザインとは

ルメディアを視野に入れると音は少なか
24

平面構成

コンセプト具現化とデザイン計画

企画の開始

レイアウトとその要素

プレゼンテーションの実施環境・リハーサル

画材・コンピュータ

プレゼンテーションの手法等の基礎知識と応用

ビジュアルデザイン企画・設計等の基礎知識

企画プレゼンテーション

運動・動き構成

情報デザインとは

コンセプトメイキング

情報社会とデザイン

インタフェースの設計

分析と解釈

チームオペレーション

映像表現

デザイン要素と心理

プレゼンテーションの企画・シナリオ・表現

情報デザインとは

デジタルメディアのコンテンツの企画等の基礎知識

情報メディアとデザイン

作曲をする訳ではないだろうが，デジタ

れた科目構成を意識しているようである。

静的表現・動的表現

また音に関する内容も共通している。

空間・時間展開の表現

デジタルサインなど電子媒体を視野に入

企画プレゼンテーション

てに影響する。

0

音構成

来の紙媒体中心の教育ではなく，Web や

20
チームオペレーション

グラフィックデザイン関連学科では従

釈・コンセプト作り・編集・表現など全

40
デジタルメディアの情報表現等のデザイン

る。これがその後の情報収集・分析・解

現在実施している学習内容

60

コンセプト具現化とデザイン計画

へシフトしている。

80

分析と解釈

を決めていく一連のプロセスが大切であ

今後実施したい学習内容（専修学校情報システム関連学科）

今後実施したい学習内容

調査

報やコンテンツを多媒体で展開する方向

グラフ３

100%

企画の開始

が紙媒体のそれを上回っており，同じ情

査方針と目的を決定し，調査内容や予算

CG・Web 関連学科 全 25 校

マーケティングリサーチ

ト層など前提条件をしっかり把握し，調

情報メディアとデザイン

く。日本では既に Web 媒体の広告費が

立体構成

調査にあたって，問題点やターゲッ

空間・時間展開の表現

た項目が上位にきていることに気が付

映像表現

なってきている兆候かもしれない。

デザイン要素と心理

て見てみると，従来の紙媒体には無かっ

質感構成

グラフィックデザイン関連学科に絞っ

を目や耳など五感で調べることが少なく

空間・時間展開の表現

この結果は実際に自分で行動し生の情報

情報アーキテクチャ

電子媒体のドキュメント

企画の開始

外に出るフィールド調査は大切である。

情報モラル

ことを目指しているようである。

平面媒体による情報表現

0

運動・動き構成

学生自身も企画が立てられるようになる

が増えたが，アンケートや実地調査など

デジタルメディアの情報表現等のデザイン

20
音構成

ネットの普及により Web で調べること

静的表現・動的表現

40
分析と解釈

制作やプログラム開発ができることや，

情報メディアとデザイン

60

るのかコンセプトや情報の内容に沿った

調べることが挙げられている。インター

現在実施している学習内容

80

調査

全科共通していることは，調査など

今後実施したい学習内容（専修学校 CG・Web 関連学科）

今後実施したい学習内容

マーケティングリサーチ

取り入れようとしている。何のために作

グラフィックデザイン関連学科 全 32 校

グラフ２

100%

関連性の表現

発だけでなく，その前の段階からこれを

デジタルメディアのコンテンツの企画等の基礎知識

げられている。単に制作やプログラム開

・分析と解釈
・企画の開始
情報システムの共通 ・空間・時間展開の表現
CG・Web と

質感構成

連で共通している内容は，上流工程が挙

調査

CG・Web 関連学科と情報システム関

・情報モラル
・情報アーキテクチャ

ユーザインタフェースの表現

教育していくことが必要であろう。

情報アーキテクチャ

CG・Web の共通

科ではモラルと法律についてしっかりと

・マーケティングリサーチ
・調査
・音構成

デジタルメディアの情報伝達の手法等の基礎知識と応用

グラフィックと

学習内容

マーケティングリサーチ

全共通

情報モラル

関連学科

0

い公開する仕事に就くことが多いこの学

今後学習したい内容

現在実施している学習内容

40
音構成

表１

今後実施したい学習内容（専修学校グラフィックデザイン関連学科）

今後実施したい学習内容

80
60

今後実施したい学習内容

指導手引き１（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）

第２章

指導手引き１（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）

CG・Web 関連学科は電子媒体環境を

グラフィックデザイン関連学科の電子媒体関連教育の取り組み

意識している割合は他と比べて高いこと

地域別教育の現状

は予想できるが，ここでも中部と近畿ブ

グラフ４は全国の専修学校 30 校でサ

グラフ６

北海道・東北ブロック 3 校

広告やデザイン・出版等の企業が多く

ンプル数は少ないがグラフィックデザイ

ロックは他の地域と異なる結果が出た。

集中しているのは東京など大都市圏が多

ン関連学科についてまとめたものであ

アンケートでは理由を問わなかったため

い。しかし仕事をする場所に従来のよう

る。職域が一番多い関東ブロックは「非

詳しくは分からないが，この地域の特徴

な地理的制約を受けない IT 関連や Web

常に意識して取組んでいる」があまり多

をさらに詳しく調べる必要があると思わ

制作等もある。

くないのがわかる。急いで電子媒体教育

れる。

しかし、即戦力となる技術者を養成す

に移行しなくてもまだ仕事があるからで

る専修学校では地元への就職も考慮し，
従来型情報産業の就職先も調査してい

同じく「非常に意識して取組んでいる」

る。印刷会社は地方にも多く存在しデザ

が少ない地域は北海道・東北と中国・四

インから印刷まで一貫して行っていると

国のブロックである。この地域は IT や

ころも多い。中には印刷会社内で Web

Web 関連の業種が他の地域と比べて少

等の制作も行っている場合もある。

ないことが考えられこのような結果に

しかし紙を中心とした印刷媒体は年々

なったのかもしれない。

減少してきているために就職先の転換も

逆に「非常に意識して取組んでいる」

中国・四国ブロック 4 校

どちらともいえない

九州・沖縄ブロック 5 校

全く意識して取組んでいない

80 100%

ラフィックデザイン関連学科の結果をま

そこで地域ごとに，グラフィックデザ

多いからであろうか，この地域では新し

とめてみたものがグラフ６と７である。

イン関連学科の電子媒地域別体に関係す

い取り組みを積極的に進めているようで

専修学校の北海道・東北ブロックは「非

る教育の取り組みを調べてみた。

ある。

どちらともいえない

九州・沖縄ブロック 2 校

全く意識して取組んでいない

0

20

40

60

80 100%

無回答
全 30 校

26

れから本格化するのであろう。
グラフ７

地域別電子媒体教育の取り組み

（高等学校グラフィックデザイン関連学科）

常に意識して取組んでいる」が少なかっ

北海道・東北ブロック 1 校

なかったために傾向として正しいか否か

教育中心の専修学校と研究活動中心の大

判断は難しいところではあるが教育の取

学を単純に比較することはできないが，

り組み姿勢に地域差があることは確かな

大学の場合は地域の職業との関係はあま

連学科について同様の結果をまとめたも

あまり意識して取組んでいない

ない中，学習指導要領の改訂等によりこ

たが大学・短大では逆に一番多い。技術

同じ専修学校において，CG・Web 関

多少意識して取組んでいる

中国・四国ブロック 8 校

れているが，教育内容がまだ定着してい

いずれにしても今回はサンプル数が少

ようである。
非常に意識して取組んでいる

が多いようにもみえる。既に第１章で触

全 21 校

完結できたり地元に密着している企業が

近畿ブロック 3 校

部の熱心な先生に支えられているところ

無回答

容にも影響があるのではないか。

中部ブロック 6 校

もしれない。高校の情報教育現場では一

あまり意識して取組んでいない

サンプル数が少ないため他の学校のグ

関東ブロック 5 校

全 31 校

80 100%

これは地域差よりも学校差が多いのか

非常に意識して取組んでいる
多少意識して取組んでいる

た。全国展開というよりは，その地域で

北海道・東北ブロック 6 校

60

全く意識して取組んでいない
無回答

り組み状況に大きな差が見られた。

近畿ブロック 3 校

60

40

あまり意識して取組んでいない

かったが，参考のために見てみると，取

中部ブロック 3 校

40

20

どちらともいえない

高等学校はさらにサンプル数が少な

が多い地域は中部と近畿ブロックであっ

地域別電子媒体教育の取り組み

0

関東ブロック 2 校

20

多少意識して取組んでいる

九州・沖縄ブロック 1 校

北海道・東北ブロック 4 校

0

非常に意識して取組んでいる

近畿ブロック 6 校

（専修学校 CG・Web 関連学科）

Web 関連等の就職先が少ないと教育内

グラフ４

中部ブロック 5 校

地域別電子媒体教育の取り組み

考えられる。今後各地元における IT や

（専修学校グラフィックデザイン関連学科）

関東ブロック 10 校

中国・四国ブロック 6 校

グラフ５

あろうか。

地域別電子媒体教育の取り組み

（大学・短大グラフィックデザイン関連学科）

関東ブロック 3 校
非常に意識して取組んでいる

中部ブロック 3 校

多少意識して取組んでいる
どちらともいえない

近畿ブロック 1 校

あまり意識して取組んでいない

九州・沖縄ブロック 2 校

りないのかもしれない。しかし中国・四

0

国ブロックは専修学校同様に少ない結果
となった。

20

40

60

80 100%

全く意識して取組んでいない
無回答
全 10 校

以上より，各地域における教育の取り組

のがグラフ５である。こちらはさらにサ

今後地位別の職種と就職先の情報を収

み方の違い，就職事情の違い等から学校ご

ンプル数が少なくなるので注意しておき

集し照らし合わせてみる必要があるだろ

とにグラフィックデザインの教育目標や学

たい。

う。

習内容が変わることが考えられる。
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第２章

電子媒体環境を前提とした技術教育
電子媒体を前提とした学習内容

電子媒体でのドキュメント制作やそのデ
ザイン教育

アンケートの調査結果からわかるよう
にやはり紙媒体が減少してきている昨今，

指導手引き１（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）

電子媒体環境でコンテンツ等を活用する

求められてくる。この程度の割合は必要

ためのプログラミング言語やスクリプト

ということなのであろう。
コンテンツ管理などのデータベース

前述の調査結果でグラフィックデザイ
ン関連学科においても「電子媒体向けの

高等学校，専修学校，大学・短大間

デザイナーはデータベースを利用する

ドキュメント制作やそのデザイン教育」

ことはあるがデータベースそのものを開
発することはないだろう。

「電子媒体向けのドキュメント制作やその

でさほど差が見られなかったため全学校

を行っている。これは単なる見た目のデ

デザイン教育」は 100% に達している。

の全関連学科でまとめみたのがグラフ 9

ザインだけではなく，多少言語やスクリ

サンプル数は少ない（教育を実施して

である。

プト関係も教育しているようである。こ

いる学校そのものが少ない）がアンケー

ここでグラフィックデザイン関連学科
は従来の紙媒体を中心とした教育には無

「電子媒体向けのドキュメント制作や

れは独立した科目として学習していると

トの調査結果はグラフ 11 のようであっ

かった新たな学習内容が必要になってき

そのデザイン教育」では他の関連学科と

いうよりは，内容から見て Web に関連

た。

た。他の学科と比べてその割合を見てみ

比べてグラフィックデザイン関連学科が

するアプリケーションソフトを使う上で

ると「電子媒体向けのドキュメント制作

特に突出している特徴は見られなかっ

併せて教育しているようである。

やそのデザイン教育」以外はどれも他の

た。

関連学科に比べると少ないが教育を始め

グラフ８

うである。モバイルの情報端末機器
（PDA
等）は携帯電話の機能が向上するにつれ

電子媒体環境を前提とした学習

（専修学校全関連学科）
グラフィックデザイン関連学科
CG・Web デザイン関連学科
情報システム関連学科

30 校

イアウト等ある程度仕事上でのワークフ

60

（全学校全関連学科）

ローやコラボレーションができる能力も

40

情報システム関連学科

24 校

19 校

5校

その他

CG・Web デザイン関連学科

全 21 校

文字の編集などに活用する正規表現
正規表現に関する教育を行っている学
校も少なく今回のアンケートの調査結果
その他

ＶＢＳｃｒ ｉｐ ｔ

Ａｊａｘ

Ａｐｐ ｌｅ Ｓｃｒ ｉｐ ｔ

ＰＨＰ

ＣＧＩ

Ａｃ ｔ ｉｏｎ Ｓｃｒ ｉｐ ｔ

ＸＳＬ

Ｊａｖａ Ｓｃｒ ｉｐ ｔ

ＸＭＬ

ＸＨＴＭＬ

ＣＳＳ

0

グラフィックデザイン関連学科

ＨＴＭＬ

その他

20

モバイル機器の画面デザイン

0

携帯サイトデザイン

40
インタフェースデザイン

20
デジタルサイネージ

60

ＨＴＭＬメッセージ︵メール等︶

80

40

Ｆｌａｓ ｈを使ったＷｅ ｂ制作

60

Ｗｅ ｂページデザイン

100%

ＰＤＦ︵フォーム等含む︶

80

Ａｃｃｅｓｓ

0

ｄＢＡＳＥ

53 校

46 校

全 186 校

28

20

言語・スクリプトの種類

ファイルメーカー

情報システム関連学科

グラフ 10

60 校

5校

11 校

情報システム関連学科 5 校

ＳＱ Ｌ

その他

そのほかアプリケーションソフトの教育等

動きを意識した動画系の教育

文字の編集などに活用する正規表現の教育

コンテンツ管理等のデータベース教育

電子媒体環境でのプログラミング言語やスクリプト

これらの内容を具体的に見てみると次
のようであった。

CG・Web デザイン関連学科

電子媒体向けドキュメントの種類

CG・Web デザイン関連学科

全 56 校

グラフィックデザイン関連学科

80

100%

電子媒体でのドキュメント制作やそのデザイン教育

0

グラフィックデザイン関連学科はあく
100%

グラフィックデザイン関連学科

データベースの種類

（専修学校全関連学科）

あるが，電子媒体向けのコンテンツやレ

80

20

グラフ 11

に留まっていると思われる。

会も少ないようである。

100%

40

ないことから，入門・基礎レベルの内容

までもビジュアル的なデザインが中心で

5校

60

があることがわかった。

生産が中止される等の変化もあり教育機

グラフ９

21 校

内容は分からないが，教育している学校

他の関連学科に比べると概ね割合は少

電子媒体としては Web 関連が多いよ

ていることがわかる。

どのような学習か調査していないため

ではわずかに 4 校であった。次ページ
のグラフ 12 がその結果であるが，逆に
この結果からほとんど教育していないこ
とがわかった。文章を書くライティング

全 48 校

や文字そのものを編集する情報教育は調
29
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査不足でもあるが，全体を通して少なく

グラフ 13

感じた。

（専修学校全関連学科）

専修学校の専門課程は 2 年間であるた

動画系の学習

グラフィックデザイン関連学科の履修科目

グラフィックデザイン関連学科

め，この短い期間に必要な教育をしなけ

CG・Web デザイン関連学科

100%

情報システム関連学科

指導手引き１（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）

24 校

18 校

3校

グラフィックデザイン関連学科と

ればならない。学習内容を考えるとこの

80

正規表現まではいらないのかもしれない。

60

的なグラフィックデザイン学科の科目を

40

基準に CG・Web 関連学科の科目を調査

20

してみた。

グラフ 12

正規表現の種類

（専修学校全関連学科）

80

科と CG・Web 関連学科の実施率の差
いている科目は実施率の差としては少な

全 45 校

いが CG・Web 関連学科もほぼ同様に実

ソフトの種類での調査が多かったが，
「そ

以外に多くあるが，今回はグラフィック

の他」の自由記入欄にはほとんど未記入

デザイン関連学科からみた科目で調査し

であった。多くの学校で Adobe 社のア

てみた。

その他

然 CG・Web 関連学科特有の科目はこれ

0

Ｐｅｒ ｌ

施していることが結果として現れた。当

今回は Adobe 社のアプリケーション
ａｗ ｋ

電子媒体を意識したアプリケーションソフト

20
ｓｅ ｄ

40

全4校

動きを意識した動画系

プリケーションソフトによる教育が行わ

従来のグラフィックデザイン教育で

れているようである。

は，紙を中心とした媒体の制作には関係

グラフ 14

の無い学習内容であった。電子媒体を意

CG・Web 関連学科がグラフィックデ
ザイン関連学科より実施率が 10% 以上多

アプリケーションソフトの種類

い科目が表 2 で，逆に実施率が 10% 以
上少ない科目が表 3 である。

（専修学校全関連学科）

識したグラフィックデザイン関連学科で

グラフィックデザイン関連学科

は CG・Web 関連学科よりも積極的に取

100%

CG・Web デザイン関連学科

り入れているようである。動画や 3D の

80

データは１画面や１フレームを取り出し

60

て紙媒体への転用も可能なコンテンツで

40

ある。応用範囲が広がるためかも知れな

20

40

0

0

-19.5%
-13.7%
-11.9%
-30.4%

履修科目（専修学校グラフィックデザイン関連学科と CG・Web 関連学科の実施率の差）
グラフィックデザイン関連学科 関連学科
選択科目
無回答（実施していない）
必須科目

20 校

3校

CG・Web 関連学科
選択科目

無回答（実施していない）

全 50 校

卒業制作
進級制作
就職リテラシー
ビジネスマナー
業界研究
ＣＧ
３Ｄデザイン
プログラミング
Ｆｌａｓ ｈ
ＷＥＢデザイン
動画制作
モーショングラフィックス
フィールドサーベイ
プレゼンテーション
問題解決演習
企画
デザインテクニック
ＤＴＰ
アドバタイジング
広告デザイン
パッケージデザイン
エディトリアルデザイン
レイアウト
ＣＩデザイン
キャラクターデザイン
イラストレーション
写真
タイポグラフィ
色彩
立体造形
基礎造形
ベーシックデザイン
デッサン
マーケティング
マネージメント
デザインマネジメント
コンピュータ基礎
著作権
デザイン法規
印刷概論
デザイン史
デザイン論

その他

Ａｄｏ ｂｅ
Ｃｏ ｌｄＦｕｓ ｉｏｎ

Ａｄｏ ｂｅ
Ｐｒｅｍ ｉｅｒｅ

30

アドバタイジング
デザインテクニック
フィールドサーベイ
進級制作

20
Ａｄｏ ｂｅ
Ａ ｆｔｅｒ Ｅ ｆｆｅｃ ｔｓ

のではないだろうか。

-23.4%%
-28.6%
-10.4%
-16.2%
-29.9%
-38.1%
-26.6%
-31.9%
-13.8%
-23.3%
-11.5%
-36.7%
-21.4%
-26.1%

60

Ａｄｏ ｂｅ
Ｆｉｒｅｗｏｒ ｋｓ

校もあり，これだけの高い割合になった

グラフ 15

10% 以上少ない実施率

デザイン史
印刷概論
デッサン
ベーシックデザイン
基礎造形
立体造形
タイポグラフィ
写真
キャラクターデザイン
CI デザイン
レイアウト
エディトリアルデザイン
パッケージデザイン
広告デザイン

80

Ａｄｏ ｂｅ
Ｄｒｅａｍｗｅａｖｅｒ

CG 等の動画系のコースを設けている学

27 校

CG・Web 関連学科で実施率の低い科目

科目名

必須科目

Ａｄｏ ｂｅ
Ｆｌａｓ ｈ

従来からグラフィックデザイン科には

+12.0%
+25.2%
+24.8%
+13.8%
+27.6%
+26.2%
+12.9%

100%

Ａｄｏ ｂｅ
Ａｃｒｏ ｂａ ｔ

い。

情報システム関連学科

10% 以上多い実施率

デザイン法規
著作権
動画制作
Flash
プログラミング
3D デザイン
就職リテラシー

表３

グラフィックデザイン関連学科が実施

60

CG・Web 関連学科で実施率の高い科目

科目名

専修学校のグラフィックデザイン関連学

その他

100%

1校

2校

が存在し易い。どの程度共通なのか一般

アニメーション

情報システム関連学科

モーショングラフィックス

CG・Web デザイン関連学科

1校

ＣＧ

グラフィックデザイン関連学科

３Ｄ

0

表２

CG・Web 関連学科は共通した教育科目

全 30 校
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実施率の差が 10% 以内でほぼ同じ程

実用英語等であった。

度実施している科目が表４である。

科目名だけでは内容を一概に特定す

表４ CG・Web 関連学科と実施率のほぼ同じ科目

科目名

10% 以内の実施率

デザイン論
コンピュータ基礎
デザインマネジメント

-7.6%
+1.0%
+2.4%

マネージメント

+6.3%

マーケティング
色彩
イラストレーション
DTP
企画
問題解決演習
プレゼンテーション

-8.0%
+1.0%
-5.8%
-0.9%
+8.6%
+5.8%
-0.5%

モーショングラフィックス

+6.6%

Web デザイン
CG

+6.7%
+9.6%

業界研究

+0.5%

ビジネスマナー
卒業制作

-1.9%
-6.2%

を実施し，応用は他の科目と組み合わせ

の特徴を活かして，グラフ 16（実施率

て行う等の工夫が必要になるだろう。

の高い科目）と照らし合わせ，表 4 の

ることはできないことは注意しておき

全ての科目ではではないが，第４章に

科目等が必須の共通科目として考えられ

たい。例えばコンピュータ基礎にコン

科目の内容とシラバスを掲載した。これ

る。また表 2 と 3 の科目等がグラフィッ

ピュータ概論やコンピュータ基本操作実

は全国の学校にご協力頂きシラバスをお

クデザイン関連学科の必須選択科目とし

習等が含まれる場合がある等，学校それ

送りいただいた。その内容を平均化して

て考えられる。これに加えて，今後学習

ぞれで捉え方が異なることをご了承いた

掲載した。可能な限り入門・基礎・応用

したい内容（第 2 章表 1）Web 等の電

だきたい。

に分け学習内容の段階を明示した。参考

子媒体を視野に入れた科目（第 2 章グ

グラフィックデザイン関連学科の必須科

にできるものがあれば幸いである。

ラフ 9 〜 14 等）が自由選択科目として

目の優先度

今後の電子媒体を視野に入れた新しいグ

考えられる。

専修学校のグラフィックデザイン関連

ラフィックデザイン関連学科の科目構成例

大学・短大と専修学校の必須科目と選択科目

学科において高い割合で実施されている

グラフィックデザイン関連学科と

大学・短大と共通する科目を比較した

科目で並べ替えると，3D デザイン以上

CG・Web 関連学科は共通する科目が多

（左側）が 50% を越えている。これに今

く存在するため，今後の教育は融合され

類似する科目が多いことがわかった

後実施したい学習内容のマーケティング

てくる可能性が高いと思われる。既に一

が，実務や技術を身につけさせたい専修

リサーチ，調査，音構成，情報モラル

緒に教育している学校もあるが，共通科

学校と，学問や研究に重きを置く教育と

調査，情報アーキテクチャがベーシッ

目と選択科目に分けて教育できる。また

の違いであろうか，ほとんど必須科目で

クな科目になるのではないかと思われ

少子化による学生数の減少に伴い，少人

はなく選択科目としている。

る。

数の学生をいくつもの異なる学科体制で

また専修学校のグラフィックデザイン

教育するには経営的に難しいところでも

関連学科における実施率の高い科目順と

ある。

比べるとほぼ同じ割合で傾斜しているこ

その他，今回の調査科目以外にグラ
フィックデザイン関連学科において次の
ような科目が実施されていた。
美術史，平面構成，発想法，コピーラ
イティング，コミュニケーションデザイ

限られた２年間の授業時間で，科目数

ン表現技法，行動美学，造本装丁，印刷

と，１科目に要する時間をどの程度にす

実習，編集論，サウンド技術，コンピュー

ればよいかは，科目間の連携も重要にな

タ概論，CG 概論，表計算，検定対策，

ると思われる。ある科目では入門・基礎

グラフ 16

指導手引き１（電子媒体を視野に入れた参考カリキュラム）

調査結果がグラフ 17 である。

各々の学校や学部，学科・コース等
グラフ 17

とも特徴として捉えられた。

科目の比較（大学・短大と専修学校グラフィックデザイン関連学科）

実施率の高い科目（専修学校グラフィックデザイン関連学科）

専修学校グラフィックデザイン関連学科 関連学科
選択科目
無回答（実施していない）
必須科目

グラフィックデザイン関連学科 関連学科
選択科目
無回答（実施していない）
必須科目

100%

100%

60

80

40

60

20

40

0

20

全 30 校

0

大学・短大グラフィックデザイン関連学科 関連学科
選択科目
無回答（実施していない）
必須科目

マネージメント
デザインマネジメント
プログラミング
問題解決演習
デザイン法規
モーショングラフィックス
フィールドサーベイ
業界研究
著作権
動画制作
アドバタイジング
マーケティング
３Ｄデザイン
パッケージデザイン
キャラクターデザイン
デザインテクニック
ＣＩデザイン
Ｆｌａｓ ｈ
企画
デザイン史
タイポグラフィ
レイアウト
写真
立体造形
印刷概論
エディトリアルデザイン
デザイン論
就職リテラシー
ＣＧ
基礎造形
ビジネスマナー
ＷＥＢデザイン
プレゼンテーション
ベーシックデザイン
進級制作
広告デザイン
ＤＴＰ
イラストレーション
色彩
コンピュータ基礎
デッサン
卒業制作

マネージメント
デザインマネジメント
プログラミング
問題解決演習
デザイン法規
モーショングラフィックス
フィールドサーベイ
業界研究
著作権
動画制作
アドバタイジング
マーケティング
３Ｄデザイン
パッケージデザイン
キャラクターデザイン
デザインテクニック
ＣＩデザイン
Ｆｌａｓ ｈ
企画
デザイン史
タイポグラフィ
レイアウト
写真
立体造形
印刷概論
エディトリアルデザイン
デザイン論
就職リテラシー
ＣＧ
基礎造形
ビジネスマナー
ＷＥＢデザイン
プレゼンテーション
ベーシックデザイン
進級制作
広告デザイン
ＤＴＰ
イラストレーション
色彩
コンピュータ基礎
デッサン
卒業制作

80

全 30 校
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（業種と職種別からみた参考カリキュラム）
Web などの電子媒体環境を前提とする，グラフィック
デザインを中心とした情報デザイン教育プログラム２
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グラフィックデザイン関連学科の就職先と履修科目（業種別）

グラフ 20

指導手引き２（業種と職種別からみた参考カリキュラム）

業種別の上位グラフィックデザイン科目

業種別就職先状況

専修学校のグラフィックデザイン関連

（大学・短大グラフィックデザイン関連学科）

企業の景気動向は教育する内容にも大

専修学校の CG・Web 関連学科は , 今

100%

きく影響してくる。特に専門職として即

後どれも減ってくるのではないかと考え

80

戦力となる技術教育を実施している専修

ているようである。

60

まとめた。「映画・放送会社」はサンプ

40

ル数が 1 校のため省略した。

学校においては就職先が大きく左右され

唯一増えると考えている業種に
「映画・

る可能性がある。

グラフ 19

ザイン関連学科と CG・Web 関連学科につ

業種別就職先状況

（専修学校 CG・Web 関連学科）

いてまとめたものがグラフ 18，19 である。

無回答

専修学校の就職状況をグラフィックデ

その他

と思われる。

企業の商品開発・広告宣伝部門など

現在多い業種と今後増える業種

インターネット付随サービス業

移行されることもあり，この影響もある

映画・放送会社

した。

グラフ 22
広告代理業

0

出版・印刷・同関連産業

テレビは 2011 年に完全デジタル放送へ

広告制作業

放送会社」がある。現在のアナログ放送

80
60
40
全 31 校

100%

現在多い業種

が，
今後減ってくると感じ，新しいメディ

60

比べると大幅に変わるようには考えてい

ア環境の「インターネット付随サービス

40

ないようである。

業」や「映画・放送会社」また広告宣伝

20

等が一部内製化されつつある「企業の商

0

無回答

その他

企業の商品開発・広告宣伝部門など

インターネット付随サービス業

映画・放送会社

広告代理業

出版・印刷・同関連産業

広告制作業

デザイン業

業種別就職先状況

（専修学校グラフィックデザイン関連学科）
現在多い業種

80

全 17 校

業」と「企業の商品開発・広告宣伝部」
はわずかながら増えると考えているよう

グラフ 23

グラフ 21

業種別就職先状況

100%

100%

80
60

現在多い業種

80

40

今後増える業種

20

40

ている。増えるとみている業種も同じで

40

0

20

ある。

20
無回答

その他

企業の商品開発・広告宣伝部門など

36

映画・放送会社

したデザインが増えることも予想される。

インターネット付随サービス業

中心としたデザインから電子媒体を中心と
全 30 校

広告代理業

が増えると考えていることから，紙媒体を

出版・印刷・同関連産業

が。
しかし
「インターネット付随サービス業」

広告制作業

Web 関連学科以外は減ると予想している

0

デザイン業

「 デ ザ イン 業 」は 大 学・ 短 大 の CG・

無回答

企業の商品開発・広告宣伝部門など

その他

映画・放送会社

インターネット付随サービス業

広告代理業

出版・印刷・同関連産業

広告制作業

デザイン業

0

企画
デザインテクニック
パッケージデザイン
ＣＧ
ＣＩデザイン
就職リテラシー
レイアウト
写真
立体造形
ビジネスマナー
デザイン史
ＷＥＢデザイン
タイポグラフィ
基礎造形
印刷概論
プレゼンテーション
エディトリアルデザイン
デザイン論
イラストレーション
コンピュータ基礎
進級制作
広告デザイン
ベーシックデザイン
ＤＴＰ
色彩
デッサン
卒業制作

紙媒体を中心とした業種は今後減るとみ

60

60

業種別履修科目

（広告制作業）

（大学・短大 CG・Web 関連学科）

大学・短大の結果も専修学校と同様で，

今後増える業種

0

である。

全 21 校

100%

大学・短大 CG・Web 関連学科は他と

しかし「インターネット付随サービス

先として増えてくると感じている。
グラフ 18

20
ＣＧ
ＷＥＢデザイン
プレゼンテーション
写真
印刷概論
デザイン史
就職リテラシー
ビジネスマナー
タイポグラフィ
立体造形
広告デザイン
エディトリアルデザイン
デザイン論
イラストレーション
基礎造形
ＤＴＰ
ベーシックデザイン
コンピュータ基礎
色彩
デッサン
進級制作
卒業制作

80

今後増える業種

業種別履修科目

（デザイン業）
100%

どちらも紙媒体を中心としてきた業種

品開発・広告宣伝部」等が，今後の就職

修している科目が 50% 以上あるものを

今後増える業種

デザイン業

そこで就職先と教育内容の関係を調査

20

学科における就職先の業種と同学科で履

現在多い業種

全 22 校

全 35 校

37

第３章

グラフ 24 業種別履修科目

グラフ 26

（出版・印刷・同関連産業）

業種別履修科目

グラフィックデザイン関連学科の就職先と履修科目（職種別）

（インターネット付随サービス業）

100%

指導手引き２（業種と職種別からみた参考カリキュラム）

現在多い職種と今後増える職種

100%

CG・Web 関連学科では他にも増えそ

業種に続いて職種について専修学校の

60

60

グラフィックデザイン関連学科と CG・

40

40

Web 関連学科調査した結果がグラフ 28

20

20

と 29 である。

0

0

著作権
動画制作
デザイン史
企画
タイポグラフィ
印刷概論
進級制作
ビジネスマナー
レイアウト
ＣＧ
基礎造形
プレゼンテーション
イラストレーション
ＤＴＰ
Ｆｌａｓ ｈ
就職リテラシー
ＷＥＢデザイン
広告デザイン
コンピュータ基礎
色彩
デッサン
立体造形
卒業制作

80

Ｆｌａｓ ｈ
写真
レイアウト
立体造形
デザイン史
タイポグラフィ
ＣＧ
印刷概論
デザイン論
就職リテラシー
基礎造形
エディトリアルデザイン
ビジネスマナー
プレゼンテーション
ＷＥＢデザイン
ベーシックデザイン
進級制作
イラストレーション
広告デザイン
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
色彩
デッサン
卒業制作

80

全 27 校

業種別履修科目

グラフ 27

（広告代理業）

業種別履修科目

（企業の商品開発・広告宣伝部門など）

グラフィックデザイン関連学科では

100%

現在非常に多い「広告制作（企画）会社

80

スタッフ」
，
「印刷会社スタッフ」，「グ

60

ラフィックデザイナー」「DTP オペレー

40

ター」が大幅に減ると考えている。グラ

20

フィックデザイン関連学科でありながら

0

「グラフィックデザイナー」が減ると考
えていることは危惧しなければならない

80

80

60

60

増えると考えている職種に「Web デ

40

40

ザイナー」であるが，CG・Web 関連学

20

20

科のアンケート調査結果では大幅に減る

0

0

点ではないだろうか。

業界研究
進級制作
基礎造形
就職リテラシー
３Ｄデザイン
パッケージデザイン
エディトリアルデザイン
動画制作
デザイン史
企画
プレゼンテーション
イラストレーション
広告デザイン
色彩
デッサン
立体造形
マーケティング
デザイン論
ベーシックデザイン
タイポグラフィ
ビジネスマナー
卒業制作

デザインテクニック
パッケージデザイン
ＣＩデザイン
レイアウト
ＣＧ
ＷＥＢデザイン
企画
立体造形
デザイン論
基礎造形
プレゼンテーション
広告デザイン
写真
タイポグラフィ
印刷概論
エディトリアルデザイン
ベーシックデザイン
進級制作
イラストレーション
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
色彩
デッサン
卒業制作

100%

全5校

全3校

グラフ 28

全業種で重複している科目（実施率 %）

コンピュータ タイポ
広告
Web
卒業制作
デッサン
基礎
グラフィ デザイン デザイン

色彩

イラスト
レーション

写真

立体造形

100

88.2

76.5

76.5

58.8

58.8

88.2

70.6

52.9

94.1

広告制作業（22 校）

100

86.4

77.3

68.2

68.2

59.1

95.5

81.8

72.7

81.8

出版・印刷・同関連産業

96.3

81.5

77.8

63.0

55.6

55.6

85.2

77.8

66.7

74.1

100

100

100

80.0

100

80.0

100

80.0

80.0

100

100

75.0

62.5

62.5

50.0

87.5

75.0

75.0

62.5

50.0

100

66.7

66.7

66.7

100

66.7

66.7

66.7

66.7

66.7

広告代理業（5 校）
インターネット付随
サービス業（8 校）
企業の商品開発・
広告宣伝部門など（3 校）

38

今後増える業種

もグラフィックデザイン関連学科は「グ
ラフィックデザイナー」が減ると考えて

職種別就職先状況

いる。今までと同じ教育内容では今後の
就職は難しいと考えているようである。

現在多い業種

第 1 章のグラフ 13 〜 16 でも述べて

今後増える業種

60

あるが，情報デザインの必要性はどの学

40

校，どの学科でも感じているようであり，

20

また第 2 章の表 1 とグラフ 1 〜 3 でも述

0

べているが今後必要と思われる学習内容

無回答
その他
アニメーター・マンガ家
映像作家・ＣＭディレクター
キャラクターデザイナー
イラストレーター
ライター
ＤＴＰオペレーター
ＷＥＢプログラマ
ＷＥＢデザイナー
エディトリアルデザイナー
グラフィックデザイナー
雑誌編集者
印刷会社スタッフ
編集プロダクションスタッフ
広告制作︵企画︶会社スタッフ
クリエイティブディレクター
アートディレクター
商品プランナー
企画編集プランナー

デザイン業（17 校）

現在多い業種

一方大学・短大を見てみると，こちら

（専修学校グラフィックデザイン関連学科）
100%

職種別就職先状況

全 21 校

と考えているようである。

80

（27 校）

グラフ 29

（専修学校 CG・Web 関連学科）

100%

表１

特徴的である。

無回答
その他
アニメーター・マンガ家
映像作家・ＣＭディレクター
キャラクターデザイナー
イラストレーター
ライター
ＤＴＰオペレーター
ＷＥＢプログラマ
ＷＥＢデザイナー
エディトリアルデザイナー
グラフィックデザイナー
雑誌編集者
印刷会社スタッフ
編集プロダクションスタッフ
広告制作︵企画︶会社スタッフ
クリエイティブディレクター
アートディレクター
商品プランナー
企画編集プランナー

グラフ 25

全8校

うな職種が少ないと考えているところが

もある程度認識しているようである。こ
れに加えて地域や各々の学校の特性や特
徴を活かしたカリキュラムの開発を進め
ることで，今後減ると思われる職域に対

全 30 校

しても対応は可能でないかと思われる。
39

100%

修している科目が 50% 以上あるものを

80

80
60

まとめた。
「企画・編集プランナー」
「アー
，

60

60
40

トディレクター」
，
「クリエイティブヂレ

40

40

クター」，
「映像作家・CM ディレクター」
，

20

20
0

0

20

無回答
その他
アニメーター・マンガ家
映像作家・ＣＭディレクター
キャラクターデザイナー
イラストレーター
ライター
ＤＴＰオペレーター
ＷＥＢプログラマ
ＷＥＢデザイナー
エディトリアルデザイナー
グラフィックデザイナー
雑誌編集者
印刷会社スタッフ
編集プロダクションスタッフ
広告制作︵企画︶会社スタッフ
クリエイティブディレクター
アートディレクター
商品プランナー
企画編集プランナー

コンピュータ基礎
進級制作
広告デザイン
ベーシックデザイン
卒業制作
デッサン

色彩

40

40
20

20

プログラミング
著作権
キャラクターデザイン
３Ｄデザイン
立体造形
エディトリアルデザイン
就職リテラシー
印刷概論
ビジネスマナー
ベーシックデザイン
Ｆｌａｓ ｈ
色彩
デッサン
広告デザイン
タイポグラフィ
プレゼンテーション
写真
ＣＧ
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
ＷＥＢデザイン
イラストレーション
卒業制作

パッケージデザイン
就職リテラシー
レイアウト
ＣＩデザイン
写真
デザイン史
タイポグラフィ
印刷概論
ＣＧ
ビジネスマナー
立体造形
プレゼンテーション
ＷＥＢデザイン
デザイン論
基礎造形
エディトリアルデザイン
ＤＴＰ
広告デザイン
イラストレーション
コンピュータ基礎
ベーシックデザイン
進級制作
色彩
デッサン
卒業制作

0

立体造形
ＣＧ
企画
ビジネスマナー
ＷＥＢデザイン
ＣＩデザイン
アドバタイジング
デザイン史
デザインテクニック
レイアウト
基礎造形
タイポグラフィ
印刷概論
デザイン論
写真
ＤＴＰ
エディトリアルデザイン
イラストレーション
色彩
コンピュータ基礎
進級制作
広告デザイン
ベーシックデザイン
卒業制作
デッサン

60

３Ｄデザイン
企画
立体造形
基礎造形
ＣＩデザイン
デザイン史
タイポグラフィ
エディトリアルデザイン
就職リテラシー
レイアウト
プレゼンテーション
写真
印刷概論
進級制作
ＣＧ
ビジネスマナー
ベーシックデザイン
Ｆｌａｓ ｈ
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
色彩
デッサン
イラストレーション
広告デザイン
ＷＥＢデザイン
卒業制作

アドバタイジング
立体造形
デザインテクニック
パッケージデザイン
レイアウト
プレゼンテーション
企画
ＣＩデザイン
基礎造形
ＷＥＢデザイン
写真
タイポグラフィ
デザイン論
印刷概論
エディトリアルデザイン
イラストレーション
色彩
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
広告デザイン
進級制作
ベーシックデザイン
デッサン
卒業制作

エディトリアルデザイン
イラストレーション

ＤＴＰ

タイポグラフィ
印刷概論
デザイン論

写真

アドバタイジング
デザイン史
ビジネスマナー
ＷＥＢデザイン
デザインテクニック
パッケージデザイン
レイアウト
ＣＩデザイン
基礎造形

企画

プレゼンテーション

ＣＧ

立体造形
就職リテラシー

0

職種別履修科目
グラフ 38
職種別履修科目
グラフ 35
80

全 16 校

全7校

100%

（大学・短大 CG・Web 関連学科）

職種別履修科目
グラフ 32

合を変えられる可能性があると思われる。

無回答
その他
アニメーター・マンガ家
映像作家・ＣＭディレクター
キャラクターデザイナー
イラストレーター
ライター
ＤＴＰオペレーター
ＷＥＢプログラマ
ＷＥＢデザイナー
エディトリアルデザイナー
グラフィックデザイナー
雑誌編集者
印刷会社スタッフ
編集プロダクションスタッフ
広告制作︵企画︶会社スタッフ
クリエイティブディレクター
アートディレクター
商品プランナー
企画編集プランナー

41
40

0
全 15 校

職種別履修科目
グラフ 37
職種別履修科目
グラフ 34
80

全 10 校

全 21 校

100%

全4校
全 22 校

全 35 校

20

の再構築を行うことで今後のグラフの割

0
全5校

40
20

情報デザインを取り入れたカリキュラム

80

0

40

らもグラフィックデザイン関連学科同様，

60
0

20

60

考えている職種が多いようである。こち

80
40

80
60
0

100%
20

80

それぞれの割合は低いが，若干増えると

100%
40

60

100%
20

100%
40

大学・短大の CG・Web 関連学科では，

職種別履修科目
グラフ 31

（Web プログラマ）
今後増える業種

80

（広告制作・企画会社スタッフ）

（Web デザイナー）
（雑誌編集者）
60

全 31 校

（グラフィックデザイナー）
60

現在多い業種

100%

（編集プロダクションスタッフ）
職種別就職先状況
グラフ 30

はサンプル数が少ないため省略した。
0

今後増える業種

80

職種別履修科目
グラフ 36
職種別履修科目

アドバタイジング
就職リテラシー
レイアウト
ＣＩデザイン
プレゼンテーション
写真
印刷概論
ＣＧ
ビジネスマナー
デザイン史
タイポグラフィ
立体造形
基礎造形
イラストレーション
デザイン論
エディトリアルデザイン
コンピュータ基礎
ベーシックデザイン
色彩
ＤＴＰ
広告デザイン
進級制作
デッサン
卒業制作

100%

立体造形
Ｆｌａｓ ｈ
企画
デザインテクニック
パッケージデザイン
写真
デザイン史
ＣＧ
ＣＩデザイン
ビジネスマナー
レイアウト
タイポグラフィ
基礎造形
デザイン論
進級制作
就職リテラシー
プレゼンテーション
印刷概論
ＷＥＢデザイン
エディトリアルデザイン
イラストレーション
色彩
ベーシックデザイン
ＤＴＰ
コンピュータ基礎
広告デザイン
デッサン
卒業制作

学科における就職先の職種と同学科で履
現在多い業種

100%

（エディトリアルデザイナー）
（印刷会社スタッフ）

専修学校のグラフィックデザイン関連
（大学・短大グラフィックデザイン関連学科）

グラフ 33

職種別の上位グラフィックデザイン科目
職種別就職先状況
グラフ 29

指導手引き２（業種と職種別からみた参考カリキュラム）
第３章

第３章

グラフ 39

職種別履修科目

グラフ 41

（DTP オペレーター）

指導手引き２（業種と職種別からみた参考カリキュラム）

業種や職種は地域によってもその求

職種別履修科目

人数は大きく異なる。サンプル数が少な

（キャラクターデザイナー）

100%

100%

いものもあるため注意されたい。各学校

80

80

の教育目的や目標，特徴などを活かした

60

60

職種別履修科目

グラフ 42

（イラストレーター）

人材育成の重視度
それぞれの学校のグラフィックデザイ

力として活躍できる人材育成」を重視（非

80

80

常に重視＋まあ重視＝ 88.8%）している

ベーシック 広告
デザイン デザイン

色彩

コンピュータ イラスト
基礎 レーション

DTP

エディトリアル タイポ
デザイン グラフィ

あまり重視しない

0

きる人材育成」，専修学校は「デザイナー
等即戦力として活躍できる人材育成」と

全く重視しない
無回答

「プロデューサー等上流工程で活躍する

全 30 校

人材育成」の人材，大学・短大は「営業
グラフ 45

86.7

86.7

8

6.7

86.7

80.0

100

100

100

100

100

80.0

印刷会社スタッフ（21 校）

95.2

90.5

76.2

90.5

76.2

85.7

76.2

81.0

76.2

66.7

雑誌編集者（7 校）

100

100

100

85.7

85.7

85.7

85.7

85.7

85.7

85.7

る人材育成」を非常に重視しているのは

グラフィックデザイナー（22 校） 100

90.9

81.8

77.3

90.9

81.8

81.8

77.3

68.2

59.1

エディトリアルデザイナー（10 校） 100

100

80.0

90.0

80.0

80.0

70.0

90.0

80.0

70.0

専修学校であった。大学・短大は高等学

Web デザイナー（16 校）

100

81.3

68.8

87.5

81.3

81.3

87.5

75.0

56.3

56.3

校よりも重視度が低い。グラフィックデ

Web プログラマ（4 校）

100

50.0

50.0

50.0

50.0

75.0

100

75.0

50.0

75.0

DTP オペレーター（20 校）

100

95.0

80.0

85.0

80.0

85.0

80.0

80.0

75.0

65.0

ザイン関連学科を卒業した大学・短大の

イラストレーター（9 校）

「プロデューサー等上流工程で活躍す

100

88.9

88.9

66.7

77.8

77.8

66.7

66.7

66.7

66.7

学生は，必ずしもいわゆる管理職を目指

キャラクターデザイナー（4 校） 100

75.0

100

75.0

100

75.0

75.0

75.0

75.0

100

アニメーター・マンガ家（5 校） 100

100

100

100

60.0

80.0

80.0

80.0

80.0

60.0

した人材育成を重視している訳ではなさ

60

どちらともいえない

40

あまり重視しない
全く重視しない

20
0

そうである。
43

無回答
営業職等
各業界で幅広く活躍できる人材育成

86.7

100

デザイナー等
即戦力として活躍できる人材育成

93.3

100

まあ重視

プロデューサー等
上流工程で活躍する人材育成

93.3

100

非常に重視

80

育成には違いが見られた。

100

編集プロダクションスタッフ（5 校） 100

卒業後の人材像（大学・短大）

100%

成」という結果になり，それぞれの人材

広告制作（企画）会社スタッフ（15 校） 100

42

どちらともいえない

40

営業職等
各業界で幅広く活躍できる人材育成

卒業制作 デッサン

60
20

職等・各業界で幅広く活躍できる人材育

全職種で重複している科目（実施率 %）

非常に重視
まあ重視

デザイナー等
即戦力として活躍できる人材育成

全5校

卒業後の人材像（専修学校）

80

プロデューサー等
上流工程で活躍する人材育成

３Ｄデザイン
動画制作
ＷＥＢデザイン
デザイン史
マーケティング
ビジネスマナー
アドバタイジング
デザインテクニック
ＣＩデザイン
写真
レイアウト
タイポグラフィ
色彩
ＣＧ
エディトリアルデザイン
ＤＴＰ
イラストレーション
コンピュータ基礎
基礎造形
デザイン論
広告デザイン
デッサン
ベーシックデザイン
進級制作
卒業制作

マーケティング

ビジネスマナー

就職リテラシー

立体造形

タイポグラフィ

ＣＧ

エディトリアルデザイン

イラストレーション

ＤＴＰ

デザイン論

広告デザイン

基礎造形

色彩

コンピュータ基礎

デッサン

0

ベーシックデザイン

校は「デザイナー等即戦力として活躍で

0

卒業制作

非常に重視している人材育成は高等学

20
進級制作

40

20

表２

グラフ 44
100%

ようである。

40

全9校

全 10 校

職先での人材像についてその意識度を調

100%

60

全く重視しない
無回答

ン関連学科を卒業した生徒や学生の，就

100%

60

0

トータルで見ると「デザイナー等即戦

（アニメーター・マンガ家）

あまり重視しない

20

査した結果がグラフ 43 〜 45 である。

職種別履修科目

どちらともいえない

40

営業職等
各業界で幅広く活躍できる人材育成

グラフ 40

全4校

60

デザイナー等
即戦力として活躍できる人材育成

0

非常に重視
まあ重視

プロデューサー等
上流工程で活躍する人材育成

るだろう。

0

問題解決演習
業界研究
デザイン史
マーケティング
就職リテラシー
ビジネスマナー
フィールドサーベイ
アドバタイジング
デザインテクニック
ＣＩデザイン
キャラクターデザイン
写真
レイアウト
印刷概論
ＣＧ
エディトリアルデザイン
ＤＴＰ
イラストレーション
広告デザイン
コンピュータ基礎
デッサン
企画
プレゼンテーション
立体造形
タイポグラフィ
基礎造形
デザイン論
色彩
ベーシックデザイン
進級制作
卒業制作

27 と 31 〜 42 は他校の状況が参考にな

20
デザインテクニック
ＣＩデザイン
企画
パッケージデザイン
基礎造形
デザイン論
デザイン史
ビジネスマナー
Ｆｌａｓ ｈ
写真
ＣＧ
レイアウト
印刷概論
タイポグラフィ
プレゼンテーション
エディトリアルデザイン
就職リテラシー
進級制作
ベーシックデザイン
色彩
ＤＴＰ
ＷＥＢデザイン
イラストレーション
広告デザイン
コンピュータ基礎
デッサン
卒業制作

40

20

卒業後の人材像（高等学校）

80

カリキュラム組む上でも，グラフ 22 〜

40

全 20 校

グラフ 43
100%

全 31 校

第４章 指導手引き３
（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）
Web などの電子媒体環境を前提とする，グラフィック
デザインを中心とした情報デザイン教育プログラム３

第４章

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）
柱

教科目の説明とシラバスの見方
参考として，第４章に専修学校のグラ

シラバスを，本事業の開発委員会にお

フィックデザイン関連学科において現在

いて内容を平均化して再構築したもの

実施されている教科目と同シラバスを掲

で あ る。 特 定 の 学 校 の も の で は な い。

載した。

科目名やシラバスの内容は一例として

科目の区別

みて頂きたい。

従来の紙媒体を中心
としたグラフィック
デザイン関連科目に
多くみられた科目を
従来科目とし，情報
デ ザ イ ン 関 連 や，
Web などの電子媒体
に関わる科目を新規
科目とした。

これはアンケート調査を実施した学
校から，ご提供頂いたカリキュラムや

教科目名
グラフィック関連学
科いおいて現在実施
さ れ て い る 科 目 名。
類似する科目はまと
めてあるものもある。

業種・職種
情報デザイン

よる実装で情報の可視化、共有化を学ぶ。

◆科目の概要

担当フィールドをグループで調査・観

身の回りにある様々な事象を分類・分

察し、人、街（場）、について写真に記録、

科目の概要

析し活用する方法を学ぶ。社会とのかか

撮影した場所を地図に記載していく。撮

わりや利用法について基礎的な演習を通

影した写真を全てプリントアウトし、分

この科目の内容を大
まかにまとめてある。

して理解を深めていく。

類・分析を行う。そこから見えたフィー

◆到達目標

ルドの特徴を言葉にし、コンセプトシー

1．情報デザインの「楽しさ」
「面白さ」

到達目標
身につけさせたい能
力や技術などの到達
目標をまとめてある。

当該科目の履修が必
要と思われる就職先
企業の業種や職種を
■で示してある。

いて学ぶ。そのうえで、コンピュータに

トを埋めて行く。どんな情報を得たのか、

を体験し、デザインを「人間の理解」に

そこから何を考えたのか、グループで気

役立てるための手がかりをつかめるよう

づきの共有を図る。

になる。

◆新規科目の特徴

2．情報を利用する側の人の立場や視

「情報デザイン」の定義は人により千

線を意識した情報提供の大切さを体験

差万別である。ここでは他者が理解・利

し、そのための思考方法を理解できるよ

用しやすい形として情報を提供するため

うになる。

の発想や方法とした。この授業を取り入

3．ダイアグラムの種類と表現手法に

れることで情報デザインが取り組もうと

ついて理解し応用できるようになる。

している６つの項目を網羅することはも

◆科目の主な内容

とより、新しい観点や視点を通じ、それ

フィールドワークを中心とした活動

らを組み立て直して提示するプロセスも

科目の主な内容

や、コンピュータを用いない基礎的な演

学べる。そのプロセスは物を生み出すあ

習で身の回りにある様々な事象を分類・

らゆる行為に共通した普遍的なものであ

該当科目の学習内容
（シラバスの内容）を
まとめた。

分析し、社会とのかかわりや利用法につ

り、現代社会を生きて行くためには必要

授業回数
新規科目の特徴
従来の紙媒体を中心
としたグラフィック
デザイン関連科目に
は あ ま り 無 か っ た，
新しい科目の場合に
その内容の特徴をま
とめてある。

１年を前期・後期の
２期に分け，１期を
15 回（週）としてあ
る。履修時が１年次
か２年次の区分けは
していない。

教科書・教材等
ご提供頂いたシラバ
ス内に掲載のあった
もを一例として掲載
していある。

第４章

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

従来科目

情報デザイン

新規科目

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

フォトカードソート法を使って分類

情報デザイン概論
・情報デザインとは何か

2

ワークショップ：情報収集ワークショップ
・ワークショップ形式で「情報収集」のプロセスを体験

3

ワークショップ：情報の整理と構造化
・ワークショップ形式で「情報の整理と構造化」のプロセスを体験

4

ワークショップ：情報の表現と演出
・ワークショップ形式で「情報の表現と演出」のプロセスを体験

5

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

6

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

7

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

8

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

9

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

10

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

11

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

12

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

13

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

14

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

15

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

入
門

基
礎

応
用

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

○

専修学校の２年過程
における当該科目の
総時間数を意味す
る。1 時間を 50 分で
組んでいる。例えば
ここでは全 30 時間
を 15 回（週）で 実
施する場合，１回の
授業は 2 時間（100
分）を意味する。

入門・基礎・応用

教科書・教材等 鶴 鉄雄、井上順子ほか「情報検定 情報デザイン試験テキスト」

学習内容のレベルを
分けてある。２年間
に履修する科目と時
間 数 を 考 慮 す る と，
全てを応用レベルま
で履修することは難
しいため，学習内容
の深さを測る目安と
して掲載した。

新規科目の特徴
シラバスの内容はご
提供頂いたものをな
るべく平均化して再
構 築 し て あ る た め，
一例としてご理解い
ただきたい。

桜の名所をダイアグラムで表現

○

46

入
門
・
基
礎
・
応
用

全時間数

1

当該科目の学習内容
において，情報デザ
インの該当項目を■
で示してある。

カット

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部

情報デザインへ
の取り組み

な「生きてく力」を養うものである。

情報デザインへ
の取り組み

なるべく学習内容が
わかる授業風景や作
品・学習内容などを
掲載した。

科目名
現在グラフィックデ
ザイン関連学科で実
施されている科目例。
類似する科目の内容
を含めたものもある。

47

第４章

よる実装で情報の可視化，
共有化を学ぶ。

◆科目の概要

担当フィールドをグループで調査・観

身の回りにある様々な事象を分類・分

察し，人，街（場）
，について写真に記録，
撮影した場所を地図に記載していく。撮

わりや利用法について基礎的な演習を通

影した写真を全てプリントアウトし，分

して理解を深めていく。

類・分析を行う。そこから見えたフィー

◆到達目標

ルドの特徴を言葉にし，コンセプトシー

1．情報デザインの「楽しさ」
「面白さ」

トを埋めて行く。
どんな情報を得たのか，

を体験し，デザインを「人間の理解」に

そこから何を考えたのか，グループで気

役立てるための手がかりをつかめるよう

づきの共有を図る。

になる。

◆新規科目の特徴
「情報デザイン」の定義は人により千

線を意識した情報提供の大切さを体験

差万別である。ここでは他者が理解・利

し，そのための思考方法を理解できるよ

用しやすい形として情報を提供するため

うになる。

の発想や方法とした。この授業を取り入
れることで情報デザインが取り組もうと

3．ダイアグラムの種類と表現手法に
ついて理解し応用できるようになる。

している６つの項目を網羅することはも

◆科目の主な内容

とより，新しい観点や視点を通じ，それ
らを組み立て直して提示するプロセスも

や，コンピュータを用いない基礎的な演

学べる。そのプロセスは物を生み出すあ

習で身の回りにある様々な事象を分類・

らゆる行為に共通した普遍的なものであ

分析し，社会とのかかわりや利用法につ

り，現代社会を生きて行くためには必要
な「生きてく力」を養うものである。

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

情報デザイン概論
・情報デザインとは何か

2

ワークショップ：情報収集ワークショップ
・ワークショップ形式で「情報収集」のプロセスを体験

3

ワークショップ：情報の整理と構造化
・ワークショップ形式で「情報の整理と構造化」のプロセスを体験

4

ワークショップ：情報の表現と演出
・ワークショップ形式で「情報の表現と演出」のプロセスを体験

5

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

6

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

7

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

8

情報デザイン演習１
・ダイアグラムのデザイン

9

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

10

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

11

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

12

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

13

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

14

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

15

情報デザイン演習２
・コミュニケーションを支援するツールのデザイン

応用

フィールドワークを中心とした活動

全 30 時間

基礎

2．情報を利用する側の人の立場や視

情報デザイン

新規科目

入門

析し活用する方法を学ぶ。社会とのかか

従来科目

教科書・教材等 鶴 鉄雄，井上順子ほか「情報検定 情報デザイン試験テキスト」
情報デザインへ
の取り組み
フォトカードソート法を使って分類

桜の名所をダイアグラムで表現

48

入門・基礎・応用

いて学ぶ。そのうえで，コンピュータに

情報デザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

基本的に座学の授業形式をとる。デザ

◆科目の概要

インの定義から始め，デザインの役割を

デザイン教育の視点，デザインの役

デザイナーの仕事を通して理解する。

割，我が国のデザインの特性，過去のグ

従来科目

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

用途，手法等，グラフィックデザインに

めるために講義主体の授業形式をとる。

関する基本的かつ必須の知識について学

デザインの広がりを知り，デザインを

習する。

体系的に捉える。演習を通して造形要素

◆到達目標

である点，線，面を学ぶ。
◆情報デザインとの関係

デザインの社会的使命，目的，デザイ

そもそもデザインとは何か。という大

野・領域について学び，デザインの役割

きな疑問をきちんと解決しなければ情報

や広がりを知る。また，作品鑑賞を通し

デザインには進めない。情報デザインの

てデザイナーとその仕事，デザインの歴

根底にあるものは，すなわち生きていく

史について知識を得る。さらに，演習課

力である。これを養うための素養を，デ

題を通じてデザインの用途，手法等，グ

ザインの定義をきちんと学び身につける

ラフィックデザインに関する基本的かつ

ものとしてこの授業を捉える。
デザインを学ぶことの意義から情報デ

必須の知識・技術を習得する。
1．デザインの役割と広がり（知識）

ザインに至るまで，情報をいかに整理し

2．造形要素（有機的形態，幾何学的

他人が見やすいものとしてコミュニケー

形態，点・線・面，構図，造形心理，情

トできるかをテーマに学んで行く。

報の整理と分類）

ガイダンス
・授業の流れ，評価について説明を行う。デザイナーの紹介

2

デザインの定義
・デザイナー（職能）の誕生とその背景に触れながら，デザインの役割・芸術とデザインの違い・
デザイナーとクライアントについて講義を行う。絵本作家を取り上げ紹介

3

デザインの3分野と領域，デザインの拡張
・デザインの代表的な分野，グラフィック・プロダクト・環境デザインの３分野ついて概観する。
IT技術とデザインなどデザイン分野の広がりをつかむ。プロダクトデザイナーの紹介

4

視覚伝達（ビジュアルコミュニケーション）デザイン
・視覚伝達に必要となる，コミュニケーション・視覚の心理現象・色彩心理について講義を行う。
視覚心理を利用したデザイン作品を鑑賞する

5

日本のデザイン
・著名なデザイナーの作品と仕事についてビデオ鑑賞を行う

6

バウハウスのデザイン
・バウハウスの理念やその後のデザインに与えた影響について学ぶ

7

デザインと構成１
・造形要素である点・線・面による構成について学び，点・線・面による構成作品を制作する

8

デザインと構成２
・配置とバランスについて学ぶ

9

アールヌーボーのデザイン
・アールヌーボーの理念やその後のデザインに与えた影響について学ぶ
デザインと構成３
・有機的なデザインについて学び，構成作品を制作する

11

デザインと構成４
・有機的なデザインについて学び，構成作品を制作する

12

ユニバーサルデザインについて
・ユニバーサルデザインについての考え方を学ぶ

13

コミュニティーとデザインについて
・コミュニティーとデザインの関わり，グリーンマップについての考え方を学ぶ

14

IT社会におけるグラフィックデザイナーの役割
・グラフィックデザイナーの役割について学ぶ

15

リフレクション
・これまでの学習の振り返りを行う

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
演習，造形要素による表現１

演習，造形要素による表現 2
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出
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応用

10

基礎

ンにおける用と美，伝統等デザインの分

1

入門

プロダクト・環境）についても理解を深

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

大きなデザインの３分野（グラフィック・

ラフィックデザインの作品や人物，歴史，

デザイン論

新規科目

入門・基礎・応用

◆科目の主な内容

デザイン論

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

として補強し活用する。

◆科目の概要

学期末に筆記試験を実施する。
◆情報デザインとの関係

デザインの時代と言われる 20 世紀を
経て新しい時代を迎えた今日，近代とい

現代の社会において，デザインは単な

う時代と社会が築いて来たデザインの意

る産業界や生活造形美術の枠を超えて，

味や在り方が問い直されようとしてい

社会のあらゆる分野の様々な人間の営み

る。19 世紀半ばから現在までの近代デ

の在り様にかかわる多義的な意味と多様

ザインの潮流を，さまざまなデザイン分

な価値を持ち始めている。
「モノづくり」とともに始まったデザ

野の事例から総合的に学習し，21 世紀
のデザインのあるべき姿を展望する。

イン志向が，デザインの時代と言われる

◆到達目標

20 世紀を経て新しい時代の今日，近代
という時代と社会が築いてきたデザイン

代デザインの変遷と，それらを牽引した

の意味や在り方が問い直されようとして

人々やその思想等について，歴史的，生

いる。今やデザインは情報と出会ったこ

活文化的な観点から把握するとともに，

とによって「モノづくり」から「生ある

日本の戦後社会でのデザインが果たした

世界」を捉えようとしている。

デザイン史

新規科目

全 15 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

ガイダンス
・デザイン史で何を学ぶか

2

近代デザインの起源
・デザインの概念と思想の発生

3

ウィリアムモリスとジョン・ラスキン
ロマネスク，ゴシック（教会建築，装飾）

4

近代に向けて（デザイン運動：アーツ＆クラフツ運動）

5

近代に向けて（デザイン運動：アールヌーヴォー）

6

近代に向けて（デザイン運動：ロシア構成主義）

7

近代に向けて（ドイツ工作連盟，バウハウス，モダニズム）

8

バウハウスの造形思想

9

バウハウスの変革

基礎

ヨーロッパ及びアメリカに於ける近

従来科目

主に 19 世紀半ばから 20 世紀後半に

役割について理解する。
◆科目の主な内容

至るまでの多くのデザイン運動やデザイ

教科書等を使用してシラバスに沿った

ン活動の歴史を，当時の産業構造や生活

内容で授業を行う。授業の際にレジュメ

文化等の時代背景を概観することによっ

を配布するが，資料にはならないので，

て情報デザインの持つ意味を知ることが
できる。

10

アメリカ機械文明とインダストリアルデザイン

11

大衆消費社会のデザインとアールデコ

12

日本に於けるデザインの変遷１
・産業とデザイン

13

日本に於けるデザインの変遷２
・産業とデザイン

14

日本近代のデザイン１
・変質するデザインの意味とその動向

15

日本近代のデザイン２

教科書・教材等 ・柏木 博「デザインの20世紀」 ・阿部 公正監修「世界デザイン史」
情報デザインへ
の取り組み
デザイン史での演習

デザインの講義と演習
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入門・基礎・応用

講義の内容を良く書き込み，各自の資料

デザイン史

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出
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第４章

刷 デ ー タ の 校 正，PDF 入 稿，CTP 出 力

◆科目の概要

等プリプレス DTP 化の成熟によるデジ

業務の行程を意識した印刷デザイン

タル化の展開が著しい。校正等の工程に

ワークフローの中で正しい印刷の知識と

おいても従来の作業工程とは異なる流れ

その理解が必要とされている。印刷に関

もある。その中でも普遍的で基礎となる

する正しい知識を得ることで，制作をよ

正しい印刷の知識は重要であり，その基

り効率的にするだけでなく，管理監修な

礎の上に新しい実務常識を身につける必

どディレクションの立場においても的確

要がある。

な判断と指示の根拠を得ることができ

◆情報デザインとの関係

る。また，制約の多い印刷製版の領域の

印刷技術は人類史上の三大発明のひと
つであると広く認知されている。

中で効率よくデザインを仕上げ，高品位

印刷は情報伝達行為そのものであると

り，各工程において的確なデータ作成が

いえる。同じ情報を大勢の人に伝えること

求められている。

で，メディアとして伝達効果が高く重要な

◆到達目標

方法であることは周知の事実である。

印刷の各工程におけるポイントを正し

情報を正しく効果的に伝達するため

く押さえ，印刷製版における基本的な知

の情報デザインの知識と印刷は密接な関

識やルールについて習得する。また，印

係にある。情報化社会にあっても，伝達

刷ワークフローに対する総合的な理解を

行為であるデザインとしての印刷技術は

深め，DTP ディレクションを行うため

必要不可欠なものであり，重要な情報メ

の基礎知識を習得する。

ディアである。

◆科目の主な内容
する理解，印刷データに関する知識，印
刷方式と綴じなど印刷製版に関する理解
を深める。また，印刷製版の正しい知識
が生かされるデータ作りについて学ぶ。
◆新規科目の特徴
広告・宣伝は，Web 上のページと連

全 60 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

DTPとは？
・DTPに必要なハードウェア・ソフトウェアと印刷のワークフロー

2

印刷の基礎知識
・画像解像度の理解と色再現のしくみ／DTPで使われるデータ形式の理解

3

印刷に使われる色とインク
・2色刷り，4色刷りの印刷方法と印刷インクのしくみ

4

印刷の種類と印刷に使われる用紙
・凸版，凹版，平版，孔版など印刷方法の理解と印刷に使われる用紙の理解

5

ページ物の印刷工程
・ページ印刷の面付け作業・台割と折りの関係，製本工程の理解

6

文字の構造と日本語の組版
・日本語フォントの種類と日本語の組版ルール

7

特殊インクと特殊印刷
・特殊インクの指定方法と特殊印刷の種類

8

カラーマネジメント
・カラーマネジメントのしくみとカラーマネジメントの実践方法

9

印刷入稿準備と依頼方法／PDFデータ
・印刷会社とのやりとりとPDFデータの理解

10

画像処理ソフト・イラスト処理ソフト・ページ処理ソフト
・イラストレータ・フォトショップ・インデザインの理解

11

チラシのデザイン
・商業印刷物の制作

12

三つ折りパンフ
・折りのあるパンフレット・リーフレットの制作

13

パッケージ制作
・型抜きのある印刷物の設計とレイアウト

14

雑誌ページのレイアウト
・複数ページのレイアウト方法と制作

15

書籍ページのレイアウト
・複数ページのレイアウト方法と日本語組版の制作

応用

組版の基本的なルール，フォントに対

印刷概論

新規科目

基礎

で美しい印刷物の作成が求められてお

従来科目

教科書・教材等

動したアプローチといった形態の変化に
情報デザインへ
の取り組み

合わせたワークフローのように異なる媒
体を跨いだ方法論で市場に提供される様

刷版のサンプル（基礎知識）
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入門・基礎・応用 入門

相を呈している。またオンラインでの印

印刷概論

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

要となる知識であり，その関連性は非常

◆科目の概要

に重要である。クリエイターが作成する
全ての制作物には，著作権と密接な関係

他人が作成した作品等の著作物利用周
辺の法的な環境や，クリエイターとして

を持っており，企業へ就職後，間

自らが作成した作品が法律上どのように

て侵害するようなことがあった場合，社

守られているかを学習する。

会的信用の失墜となってしまう。

◆到達目標

◆情報デザインとの関係

権利が伴うのか，それを侵害することに

おいては，簡易に複製・複写を行うこと

よってどのような罰則があるのかを知

ができる。しかし，この行為には大きな

る。また，自分の作品の権利が侵害され

落とし穴があり，
「知らなかった」では，

た場合にどのような対応ができるのかを

済まされない。
この科目は，
クリエイター

知る。

を目指す学生が，最初に学習すべき内容

◆科目の主な内容

であり，「情報デザインの基礎」として
学ぶ必要がある。

どうしたらよいのか，他人の創作した作
知的所有権

か，といった著作権に関するルールの解

著作権（著作隣接権含む）
工業所有権
その他

説だけでなく，なぜ創作活動を行うのか，
著作権制度

クリエイターにとって著作権はどういう

特許権
実用新案権

著作権＆デザイン法規

全 15 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

・（導入）著作権制度について
・知的財産権制度における著作権制度について説明する

2

・著作物の定義及び著作権の対象となる著作物に関して説明する。
・複数の創作者が関与する著作物について説明する。

3

・著作権の取得と移転，著作者と著作権者について説明する。
・著作権の内容について説明する。（著作権・著作者人格権）

4

・著作権の内容について説明する。（著作権（財産権））

5

・著作権の制限に対する，趣旨・留意点を説明する。

6

・著作権の制限に対する，具体的内容を説明する。

7

・著作権の保護期間について説明する。
・著作権を侵害するとみなされる行為を説明する。

8

・利用許諾契約・著作権の譲渡などを利用した著作物の利用に関して説明する。
・著作権の登録制度について説明する。

9

・著作権の実効性を確保する制度に対して説明する。

基礎

情報デジタル化が当たり前の現代に

品を利用する場合にはどうしたらよいの

新規科目

違っ

創作した物についてどのような法的

自分の創作した作品を守るためには

従来科目

入門・基礎・応用 入門

将来どのような仕事に就く場合にも必

著作権＆デザイン法規

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

意匠権
商標権

著作権………………著作物を創作した者（著作者）に与えられる権利

10

・著作権の侵害に対応するための制度を説明する。

11

・著作隣接権制度について説明する。

12

・著作権・著作隣接権に関する国際条約を説明する。

13

・デジタル化・ネットワーク化への対応を説明する。
・プログラムと著作権に関して説明する。

14

・著作権に関するその他の制度を説明する。
（知的財産基本法，特許権，実用新案法，意匠法，商標法，不正競争防止法など）

15

・期末試験

著作物………………小説、音楽、絵画、映画、
コンピュータプログラム等
著作権の発生………著作物を創作した時点で自動的に発生する
（無方式主義）

意味を持つのか等，クリエイターの視点

著作物の保護期間…（原則）生存年間及び著作者の死後50年
著作者の権利………著作者人格権…公表権

から著作権の意味と重要性を解説する。

…氏名表示権
…同一性保持権

応用

………著作権………複製権（出版、複写、録音、録画等）
…上演権・演奏権
…放送権・有線送信権等
…口述権
…展示権
…上映権・頒布権（映画の著作物のみ）
…貸与権（映画以外の著作物）
…翻訳権、翻案権等
…二次著作物の利用に関する権利
………補償金を受ける権利
関係条約……………ベルヌ条約、万国著作権条約

座学で学ぶ法律関係

知的所有権

◆新規科目の特徴
56

教科書・教材等 デジタル時代の著作権基礎講座 改訂第7版
情報デザインへ
の取り組み

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

57

第４章

○ネットワーク利用

◆科目の概要

イ ン タ ー ネ ッ ト や LAN 等 の ネ ッ ト
ワーク機器，利用形態などを説明する

日常生活での情報化進展に主体的に対
応できる基礎能力を養い，クライアント

○情報ネットワーク社会への対応

環境のコンピュータと各種機器の役割と

情報ネットワーク社会における知識

機能，環境設定といった基礎知識を学習

や社会とコンピュータの関わり，ネット

する。

ワーク社会における諸問題を説明する。

◆到達目標

○情報セキュリティ

パソコン利用において自分の使いやす

情報ネットワーク社会で必要となるセ

いよう環境設定ができる。また，どのよ

キュリティ手法について説明する。

うにしたら使いやすいパソコン環境を作

◆情報デザインとの関係
デジタルクリエイターを目指す学生に

ることができるのかを適切に選択できる
ようになる。

とって，情報がコンピュータと人間との

◆科目の主な内容

間でどのような形で表現され，どのよう
な機器を介して活用されるのか知ってお

情報化社会で生活するために以下の実
○情報の基礎

することも重要であり，情報を収集し整

情報の概念を学び情報の収集や整理，

理し役立てるための加工方法を習得する

加工方法について理解する。

必要がある。

○パソコンを利用したシステム

この科目では，
「情報収集と解釈」
「情

ハードウェアやソフトウェア，入出力

報の表現と演出」に的を絞って，社会に

インターフェース，ファイル管理の方法

おけるコンピュータの役割を説明する。

新規科目

コンピュータ基礎

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

・（導入）デザインとコンピュータの関係，情報活用試験について説明する
・情報と情報の利用について説明する。

2

・情報処理の手順，問題解決の手法について説明する

3

・パソコンを構成する装置について説明する
・パソコン関連機器とインターフェースについて説明する

4

・オペレーティングシステムとその環境について説明する

5

・ファイルシステムの概要と，ディレクトリ構造について説明する
・ファイルシステムの高速化と信頼性向上手法を説明する

6

・ネットワーク環境について説明し，代表的なプロトコルを説明する
・IPアドレスの設定方法と，管理方法を説明する

7

・ネットワーク形態を説明し使用される機器に関して説明する

8

・LANの構成要素を説明し使用される機器に関して説明する
・LANの運用形態を説明する

9

・HTMLの基本構造を学習し，スタイルシートの概略を説明する

10

・情報ネットワーク社会とコンピュータの関わりを説明する
・ビジネス社会における情報化手法を説明する

11

・最新のWeb動向，ユビキタスネットワーク社会の実現について説明する。
・情報ネットワーク社会の問題点を説明する

12

・情報セキュリティ（ネットワーク）の実現手法を説明する

13

・情報セキュリティ保護に向けた関連法案を説明する
（個人情報保護法，不正アクセス禁止法など）

14

・情報セキュリティ（コンピュータ）の実現手法を説明する
・知的財産権制度の概略について説明する

15

・期末試験
情報活用試験１級テキスト

教科書・教材等 情報活用試験１級問題集
情報デザインへ
の取り組み
コンピュータ操作の授業風景

ネットワークケーブルのしくみを知る

58

全 30 時間

基礎

く必要がある。また，情報の概念を理解

践能力を学習する。

従来科目

実教出版
実教出版

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

■情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

□表現の基礎

■情報の表現と演出

59

入門・基礎・応用 入門

を理解する。

コンピュータ基礎

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

理解を深める。
◆新規科目の特徴

◆科目の概要

検索行為や共有行動など，電子媒体が

等ユーザーの立場での企画・制作が求め

高度に発展した結果，消費者の購買行動

られる。商品（サービス）は作られても

にも変化が伴っている。現状にふさわし

必ず売れるとは限らない。商品の企画か

い商品開発，販売促進を市場に対し行う

ら販売促進にいたるまで多くの情報とコ

ため，またそれらを目的としたプランニ

ミュニケーションが交わされ，その中か

ングのために，様々な情報を活用し，よ

らユーザーのニーズを認識し顧客志向で

り効果的に活用することが求められる。

クリエイティブワークを行なわねばなら

従来の市場分析だけではなくメディアの

ない。需要を創造していくために必要不

変化に対応した新しい情報にも目を向け

可欠なマーケティングの基礎知識とマー

る必要がある。

ケティング・リサーチの方法を学ぶ。

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

情報の収集，分析，編集など情報デザ

マーケティング・リサーチの学習を通じ

インの柱となる学習であり，ものづくり

て，調査の手法，情報の整理と分析，情

に必要な判断材料となる発想力のための

報活用のための整理をできるようになる。

下地となる。またこれら情報の整理から

◆科目の主な内容

問題を発見する力へとつながる。

調査の方針・計画等の調査手法，調査

事象について多様なアプローチを可能

により収集された情報の整理・抽出等の

にする情報デザインの本来の目的を果た

分析方法について学びながら，問題の解

すための必須科目ともいえる。

マーケティング

新規科目

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

オリエンテーション
・企業とマーケティング

2

顧客志向と需要の創造

3

市場でのターゲット設定
・顧客の定義

4

マーケティング戦略

5

商品戦略と流通戦略
・商品計画と事業

6

商品の企画とマーケティング・リサーチ

7

マーケティング・リサーチの手法

8

データの収集方法

9

収集データの処理
・データの集計と分析
需要予測
・セールスプロモーション

11

権利・法律・環境問題

12

代理店・制作会社の役割

13

事例研究

14

事例研究

15

まとめ
・総括

応用

10

基礎

現代の企業活動においては顧客や市場

従来科目

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
収集データの活用について考える（基礎）

テーマに沿った事例研究（応用）

60

入門・基礎・応用 入門

決法や整理データの解釈等の事例を交え

マーケティング

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

61

第４章

感覚を磨き表現力の基礎を作る。

◆科目の概要

◆新規科目の特徴
メディアが如何に変化していこうとも

基礎的なものであり，主観を画像として

表現する行為の本質は普遍であり，観察

構成するための見る力を養うことでもあ

や経験，体験を通じ発達した主観を伝え

る。モチーフと向き合い，表現の基礎と

る方法の根底は基礎的描画力によるとこ

しての「観る」ことの重要性を認識し，

ろが大きい。五感を通じ体験した感性を

表現者としての土台となる力を養う。

クリエイティブにつなぐための土台とし

視点，着目のポイント，遠近感や陰影

て不可欠な学習である。

の表現を理解し，とにかく手を動かすこ

◆情報デザインとの関係
観て感じたことを表す，講評など他人

とに専念する「集中力」と総じて描画力
を向上することがテーマである。

と作品を通じて感覚をシェアすることが

◆到達目標

新たな気づきのチャンスとなる可能性も
ある。ものをよく見つめ，観察する行為

を認識し描く。平面（紙）の上に鉛筆等

から自ら何かに気づこうとするアンテナ

を用い三次元の空間を再現できる力，そ

を発達させることが，問題発見力の土台

の他多様な表現を行うための基礎のひと

ともなりうる。
集中して観察することで身につく注意

つとして描画力を高める。
◆科目の主な内容

力が，情報の分析能力を高め，問題に対
する情報の構造化を論理的に思考できる

観察する力を養い観察から画像を構成
する描画力を高める。

力となる可能性を期待する。

形態の把握，陰影表現と立体感の描写，

全 120 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

オリエンテーション
・目的・道具の確認

2

鉛筆の使い方
・グラデーション，形，陰影

3

遠近法（一点透視図法・二点透視図法・三点透視図法）

4

形態の認識，陰影（光と影・立体感），量感
・静物デッサン（幾何形態）

5

形態の認識，陰影（光と影・立体感），量感
・静物デッサン（幾何形態）

6

形態の認識，陰影（光と影・立体感），量感
・静物デッサン（幾何形態）

7

質感の表現
・静物デッサン（布・石・ガラス・金属）

8

質感の表現
・静物デッサン（布・石・ガラス・金属）

9

質感の表現
・静物デッサン（布・石・ガラス・金属）
表現力の向上
・手とモチーフによる構成

11

表現力の向上
・手とモチーフによる構成

12

表現力の向上
・手とモチーフによる構成

13

自画像デッサン

14

・自画像デッサン

15

・自画像デッサン

応用

10

基礎

モチーフをよく観察し，遠近感，陰影

デッサン

新規科目

入門

「描く」ことは表現行為の中でも最も

従来科目

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
オリエンテーション（目的・道具）

作品（応用）

62

入門・基礎・応用

遠近感の表現手法，それぞれのバランス

デッサン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

63

第４章

現するレイアウト等，ベーシックデザイ

◆科目の概要

ンから発展する要素と併せ，この科目で

すべてのデザインのベースとなるデザ

養われる表現力を尊重する必要がある。

イン表現共通の基礎知識と基礎技術を習

また，さらに効果的な情報伝達のため

得する。イメージを具現化する時に必要

に色・形の意味を理解し，意図的にコ

なバランス感覚，色彩，レイアウトなど

ントロールできるように繰り返し様々

感覚を養うことで多様なビジュアル表現

な条件下でのトレーニングが必要とさ

のための基礎とする。

れる。

◆到達目標

◆情報デザインとの関係
視覚的情報の表現をコントロールする

養い，表現の基礎となる感覚を養うこと

ことは，情報の伝達をビジュアルによって

を目的とする。また，制作に必要な平面・

円滑に促進することでもあり，ビジュアル

空間構成の方法論を学び，あらゆるデザ

コミュニケーションの構築でもある。

インワークに対応できるように基礎を身

表現の基礎となる学習をすることで構

につける。

造を読み取りバランスを整え，考え構築

◆科目の主な内容

する力が問題発見力の下地となる。
また，

平面におけるデザイン構成，色彩の配

伝達したいイメージの具現化について表

色による調和，タイポグラフィの知識，

現方法を検討することで，発想力の基礎

レイアウトの基礎知識など，美的感覚と

へとすることもできる。

デザインにおけるバランスや感性を養う
ためのトレーニングを中心に，発想力や
基礎的表現力向上のためのトレーニング
を行う。
Web 等のデジタルメディアの発展に
伴い，インタラクティブ性，ユーザビリ
ティ等のデザイン要素も表現を決定する
ための大きな課題となってきている。メ
ディアの特徴を認識し，各分野で最適な

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

・オリエンテーション
ビジュアル表現の感性とコミュニケーションによる気づきのシェア

2

・点・線・面による構成とバランス
バランス，リズム，ユニット

3

・点・線・面による構成とバランス
ユニット，プロポーション，グラデーション

4

・色彩心理と配色調和
色相配色，トーン配色，清色・濁色，グラデーショ

5

・色彩心理と配色調和
まとまり，きわだち，リズム，バランス，言語と色彩の互換

6

・タイポグラフィ
和文とデザインの動向，レタリング

7

・タイポグラフィ
漢字と仮名，文字組み

8

・タイポグラフィ
アルファベットと英文タイポグラフィ

9

・デザイン表現とアイディア発想法
発想法の種類

10

・テーマに沿った課題
アイディア出しとイメージスケッチ

11

・プレゼンテーション
プレゼンテーションの知識，講評，評価力から思考力へ

12

・ビジュアルコミュニケーション
文字情報の視認性と可読性

13

・ビジュアルコミュニケーション
画面構成・文字・画像の役割と目的

14

・レイアウトデザイン
コンセプトに沿ったイメージ展開

15

・制作，プレゼンテーション

応用

感じる力，他人と作品や意見をシェアし

ベーシックデザイン

新規科目

基礎

デザイナーに必要な，ものを見る目を

従来科目

教科書・教材等

表現を目指し，バランスよくコントロー

情報デザインへ
の取り組み

ルできる力も必要とされている。大きさ
や色数など特定の制約がある中でのレイ

作品（基礎）

64

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

65

入門・基礎・応用 入門

アウトや，フォントとグラフィックで表

ベーシックデザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

る。意図の伝達においてメディアに依存

◆科目の概要

しない土台となる普遍的な力，ビジュア

自分の中にあるかたちに関する既成概

ルコミュニケーションの力が求められて

念を破り，自らが新たにかたちを創造す

従来科目

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

成と表現ができるようになる。このため

面内により空間的な広がりを設けること

に表現の工夫を行い，新たな発見をして

や，色・形・文字のバランスで適切なイ

いく経験が重要である。また，表現の手

メージ作りが要求される。制約のある条

法だけでなく，発想力・思考力・イメー

件下でのデザインを想定したトレーニン

ジの具現化についてトレーニングし，総

グが必要である。

合的なデザイン力の基礎を固めたい。

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

表現するという基本的伝達用件にお
いて必要な表現力を養うことは重要であ

成力を養い，それぞれの特性を分析・理

り，情報が円滑に伝達されるための要素

解した上で形の美しさや意味を学び取

となる。構造を読み取りバランスをとる。

り，自らが創造する時の手がかりを身に

そして，考え構築する。こうした力が問

つける。

題発見力の下地となり，また造形的な発

◆科目の主な内容

想力の基礎となる。

色彩・形態・質感についての基本的構
成力を養い，作品の制作を通して造形の
おもしろさや，固定概念にとらわれない
直感的感性と構成力を磨く。課題制作と
現を伝達する訓練を行う。作品講評を受
けデザイン制作に必要な表現力を高め，
基礎的な造形力を高める。
◆新規科目の特徴
Web 等の電子媒体の発展で，デザイ
ンの受け手に対する訴求はよりダイレク

2

図学の基礎
・線の種類，作図の練習

3

図学の基礎
・三面図，アイソメ・アクソメによる作図

4

形に秘められた意味を探る

5

色・形の心理的な作用を考える

6

２次元と３次元の説明
・点と線と面

7

特殊表現
・フロッタージュなど

8

課題制作
・空間設定とアイディア創出のためのスケッチ

9

個人テーマでの制作
・テーマ・コンセプトメーキング

10

個人テーマでの制作
・ラフ案，イメージスケッチ，制作

11

個人テーマでの制作
・完成，プレゼンテーション，講評

12

グループでの制作
・ブレーンストーミング

13

グループでの制作
・コンセプトメーキング，スケジュール，役割分担

14

グループでの制作

15

グループでの制作
・プレゼンテーション，講評

応用

プレゼンテーションを行い，思考力と表

ガイダンス
・点・線・面の構成を考える

基礎

色彩・形態・質感についての基本的構

1

入門

デザイン表現のアプローチでは，平

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部

いる。

る。その美しさを追求して，魅力ある構

基礎造形

新規科目

教科書・教材等

トなコミュニケーションに変化してきて

情報デザインへ
の取り組み

いる。そのような市場にもビジュアル表
現が効果を発揮し，求められるニーズに

作品（基礎）などキャプション

66

入門・基礎・応用

応えられるデザインスキルが必要とされ

基礎造形

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

67

第４章

させることができる制作スキルを身につ

◆科目の概要

ける。
◆新規科目の特徴

量感や重力，空間の表現となる立体造

従来科目

立体造形

新規科目

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

入門・基礎・応用

く。多くの人に心地よさや美しさを感じ

立体造形

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

インタラクティブなコンテンツやメ

形の構成要素を学び，形を構成する要素

ディアが発展し，より空間的な広がりの

その構造は幅・高さ・奥行きから構成さ

ある表現が使われるようになっている。

れ，
その「構造」が問題となる。さらに「素

基礎的な空間認識能力のニーズにも変化

材」の要素が大きな影響を及ぼす。次元

の可能性がある。3DCG やモーショング

で分類した形の要素でも平面とは異なる

ラフィック，空間的な映像効果など，構

特徴を持っている。立体造形に関わる基

造理解を基とするスキルの重要性が見込

礎的な造形力を身につけ，見る目を養う

まれる。

必要がある。

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

造形から身につけられるもののうち，

方法について学び，制作系の基礎能力を

的伝達用件において重要な要素である。

養う。デザインと造形の基礎的制作スキ

それらは情報が円滑に伝達されるための

ルを身につけることを目標とし，３次元

要因となりうる。必要な表現力を養うこ

の立体構造に対する見る目を養う。

とが構造を読み取り易くし，バランスを

◆科目の主な内容

とる判断力となり，考え構築する力が問

平面から立体的な空間へ意識を広げ，

題発見力の下地となる。イメージからビ
ジュアルの変換における際の造形的発想

アし，創造的なアイディアをまとめてい

力の基礎ともなる。

2

立方体の制作

3

多面体の制作

4

材料の選択と加工技術
・材料特性の理解

5

造形手法の基本原則の理解
・３次元的思考と空間の中の尺度認識

6

テーマに沿った課題制作①
・造形力トレーニング

7

テーマに沿った制作①
・造形力トレーニング

8

テーマに沿った制作②
・線材・面材による構成

9

テーマに沿った制作②
・線材・面材による構成

10

グループでの制作
・ブレーンストーミング

11

グループでの制作
・テーマ・コンセプト作り

12

グループでの制作

13

グループでの制作

14

グループでの制作

15

プレゼンテーション
・講評

応用

造形課題について与えられた条件をクリ

ガイダンス
・3次元の構成要素

基礎

いくつかの能力は，表現するという基本

形態，構成，空間表現の具体的な表現

1

入門

について学ぶ。点，線，面，重さ，空間，

教科書・教材等 スケッチブック，カッターは，はさみ，白ケント紙，トレーシングペーパー
情報デザインへ
の取り組み
作品（基礎）などキャプション

作品（基礎）などキャプション

68

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

69

第４章

デジタルワークの中でも共有性が高

◆科目の概要

く，色彩のマネジメントはデザイナーだ
けでなく表現・伝達を担う多くの人に共

表現するイメージを色彩で表現・伝達
し，またその効果を高めることはデザイ

通して求められるスキルである。また，

ナーに求められる力のひとつである。色

入力（デジタル撮影・スキャニング）や

彩に関する基本的な知識と配色イメージ

出力（プリント・モニタ表示）で用いら

ワークの技術を身につけ，多くの色と出

れるデジタルデバイスを活用するため

会い表現力を高める。デザインの重要な

に，カラーマネジメントシステムに対す

要素としての色彩を体系的に学び，構造

る正しい理解も必要である。

を理解していく。

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

色彩あるいは配色は，デザインスキル
としてだけでなく，表現・伝達に深く関

の習得，配色を活用して言葉のイメージ

わりがある。カラーと言語の変換におい

を色彩に変換する力の習得，訴求効果を

ては，特にコミュニケーションに大きく

高めるために多様なイメージをカラーに

関係している。
そのほか情報の整理，あるいはプレゼ

よってコントロールできる力の習得を目
指す。

ンテーション等の場面においても情報デ

◆科目の主な内容

ザインとの関係は深く，どのような分野

目の構造と視細胞，三属性の理解と配

においても役立つスキルである。

色の基本，色の心理的効果，配色の知覚
的効果等について学び，イメージを色彩
で豊かに表現できる力を養う。

色彩

新規科目

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

色についての基礎知識
・光と色

2

光源，目の構造と視細胞

3

三属性（色相・明度・彩度）

4

三属性（色相・明度・彩度）

5

表色系

6

色の知覚的な効果

7

色の心理的効果

8

混色（加法混色，減法混色）

9

日本の色彩，民族と色彩

色彩調和

11

配色演習

12

配色演習

13

デジタル画像のカラー

14

色調補正

15

入出力機器とカラーマネージメント

応用

10

基礎

ベーシックな色彩に対する基礎知識

従来科目

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
色彩に関する知識（基礎）

色立体（基礎知識）

70

入門・基礎・応用 入門

◆新規科目の特徴

色彩

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

71

第４章

表現方法があるのか，伝達する側の文字

◆科目の概要

の裏に密封された意思や情念，タイポグ
ラフィーを用いた表現とはどのようなも

デザインにおける書体の選定の必要

従来科目

グラフィー表現によってどのような情報

アルファベットや数字をデザインさせ

伝達が可能かを実感し，バランスの取れ

ながらタイポグラフィーが持つコミュニ

たデザインにおいて文字の果たす役割を

ケーションデザインについて考える。

理解する。

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

タイポグラフィーは言葉の体系，特定

デザインコンセプトを的確に伝達する

の言語に深くかかわっている。

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

タイポグラフィーはまず文字によっ

字組，カラー等様々な点に留意して制作

て記述され，表現された文章を何らかの

する必要がある。またデジタルで文字を

目的に沿って複製し伝達するための技法

組むという作業をデザイナーとして認識

である。それは社会生活を営む上での基

し，安易に文字を使用することなく，タ

盤として人々の生活を支えるための文字

イポグラフィーの重要性をきちんと理解

伝達機能といえる。文字は一定の文化共

して用途に合った文字を選択できるよう

同体の中で人々に読まれることによって

になる。

初めて成立する人間特有の表現様式であ

◆科目の主な内容

る。読むというという人間の知的な営み

文字の講義から始まり，意思伝達（コ

の重要な部分を担うコミュニケーション
を支援する。

1

ガイダンス タイポグラフィーとは何か
・タイポグラフィーの基礎用語

2

演習

3

印刷用活字を構成するもの

4

欧文組版のテクニック

5

タイポグラフィーとデザイン

6

近代活字印刷の誕生

7

ローマン体活字の開花
・イタリック体の成立

8

ルネッサンス後期

9

アーツ・アンド・クラフツ運動の展開

音声の走光性と残響の効果

活字版印刷以前

基礎

ためには，書体選定，字間，行間等の文

全 45 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

のなのかを体験させる。

性，文字組の重要性を学習する。タイポ

タイポグラフィー

新規科目

オランダの印刷と出版

モダンタイポグラフィー
・ニュー・タイポグラフィー

11

アメリカンタイポグラフィー
・秩序と空間の統合

12

タイポグラフィーを使ったポスターの制作

13

タイポグラフィーを使ったポスターの制作

14

タイポグラフィーを使ったポスターの制作

15

タイポグラフィーを使ったポスターの制作

応用

10

教科書・教材等 日本グラフィックデザイナー協会「タイポグラフィ」
情報デザインへ
の取り組み
デジタルフォントを用いた文字組

コミュニケーションを意識して制作した作品

72

入門・基礎・応用

ミュニケーション）のためにどのような

タイポグラフィー

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

73
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本であるといえる。
◆情報デザインとの関係

◆科目の概要
表現方法としての写真素材の扱いが，

視覚伝達（ビジュアルデザイン）要素

デザインワークの善し悪しを決める重要

の最たる表現の基礎であるが，インタラ

な要素となる場合がある。デザイン全体

クティブメディアにおける素材，プレゼ

を俯瞰しコンセプトに基づきその関連を

ンテーションデザインにおける提示素材

判断し，状況・目的に最適なベストシュー

として，様々な場面で「伝える」行為の

ティングを図らなければならない。デザ

ための重要な要素であり，写真により何

インに関わるいずれの分野においても写

かを表すと言うことがコミュニケーショ

真表現の基本を理解していくことは，デ

ンであるともいえる。

ザインを理解する上で重要な基本であ
る。自己イメージを具現化し，伝える力
◆到達目標
カメラの原理と撮影のしくみ，フィル
ムの特性とデジタルの特性理解，写真画

する。
◆科目の主な内容
カメラの原理・構造，絞り，露出，シャッ
ター，レンズなど撮影に関する知識，明

人物撮影とアングル（基礎）

るさやコントラスト，光の状態，陰影な

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

デジタルカメラとフィルムカメラ
・デジタルカメラ，フィルムカメラの違い

2

カメラの原理と構造
・カメラの写る原理と構造の理解

3

フィルム感度と特性
・ISO感度の理解と特性

4

絞りとシャッタースピード
・絞りとシャッタースピードの関係

5

露出とレンズの構造・描写
・露出による被写界深度とレンズの画角の関係による描写の違い

6

撮影方法と表現
・被写体による撮影方法と表現方法の理解

7

商品撮影とライティング
・撮影目的によるライティングの違いとフラッシュの撮影方法

8

人物撮影とカメラアングル
・撮影目的によるカメラアングルの違い

9

写真用フィルターの活用方法
・撮影目的による写真フィルターの活用

夫など写真による表現手法を習得する。
従来からのフィルムの知識の上に新た
なデバイスとしてのデジタルカメラの特
徴や知識の獲得を要点として含む。
フィルムの特性をよく理解し，普遍的

10

カラーマネージメント
・撮影データの活用方法とカラーマネジメントの実践方法

11

写真データの補正
・パソコンでの写真データ補正方法と活用

12

スタジオ撮影Ⅰ
・スタジオ撮影での物撮り実習用

13

スタジオ撮影Ⅱ
・スタジオ撮影での人物撮影実習

14

校外実習Ⅰ
・校外撮影での風景撮影実習

15

校外実習Ⅱ
・校外撮影での人物撮影実習

応用

ど演出効果を高める見せ方，撮り方の工

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部

像の表現手法について学び，デザインと
写真の相関関係についての理解を目標と

写真

新規科目

基礎

の効果的な手法を学ぶ。

従来科目

教科書・教材等 １眼レフカメラ，照明

な表現手法についての学習が求められ，

情報デザインへ
の取り組み

これがデザインワークなど表現したい目
標のための具現化行為であることを理解

実習風景（応用） 店舗内での物撮り

74

入門・基礎・応用 入門

しておく必要がある。デザイン表現の基

写真

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

75
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・人体バランス，骨格の知識習得

◆科目の概要

・デフォルメ作画

出版物全般に使用する商業イラスト

・人体の煽り，俯瞰
・効果的なポーズ

グからデジタルまで幅広い表現力を身に

・色彩基礎知識の習得

つ け る。Illustrator・Photoshop の 基 本

◆情報デザインとの関係

的な操作方法を学んだ後の履修が望まし

わかりやすい言葉で表現していても，
文字情報のみよりイラストが添えてある

い。

ほうが伝わりやすい場合がある。逆に，

課題制作物により評価を付ける。
◆到達目標

イラストを補足するために効果的な言葉
を添えることもある。ここでのイラスト

イラストを用いることにより，もの

レーションは「図解」あるいは「説明図」

る。透視技法を理解し，作画ができる。

としての位置づけである。

また，リアルイラストレーション，デフォ

情報構造を理解し，誤解なく，なおか

ルメ等の描き分けができ，目的に適した

つわかりやすく伝達するためのイラスト

ビジュアル表現ができる。

表現と演出を学ぶ。

業種：■デザイン ■広告制作 □広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：□企画・ディレクター ■デザイナ □制作 □プログラマ

1

導入，参考作品紹介
・アナログ作業の重要性，必要性
・透視図法の説明

2

一点透視，二点透視，三点透視の作画を通してパースを理解する

3

等分割(２等分，３等分，８等分)
・８頭身模写による美術的理想プロポーション作画

4

簡単略図ロボットの作画
・略図ロボットを使っての重心バランス説明，作画
・キャラクタ設定（図による状況説明）

5

人体バランス（部分）
・骨格，筋肉のつき方
・人体プロポーションの確認

6

パースの復習
・煽り，目高，俯瞰の説明と視覚的効果について
・人体（顔）の煽り，俯瞰の作画(資料模写)

7

人体（全身）の煽り，俯瞰の作画
・自作キャラによる煽り，俯瞰

8

色の持つイメージ
・印刷版下の知識（CMYK／RGB）
・色相，明度，彩度の説明 配色の法則

9

構図を理解し，背景にキャラクタを重ねる
・背景はこちらが準備
・トレーシングペーパーを使ってアナログレイヤー

◆科目の主な内容
基礎画力として形の捉え方や作画テク
ニック習得のため，実習による授業を行う。

全 90 時間

地図作成

11

アナログによる雑誌挿絵（星占いキャラクター）

12

CGによる雑誌挿絵（健康体操図解）

13

CGによる雑誌挿絵（健康体操図解）

14

ポスター用リアルイラストレーション作画

15

ポスター用リアルイラストレーション作画

応用

10

基礎

ごとをわかりやすく説明することができ

イラストレーション

新規科目

入門

の制作を行う。基礎画力を養い，アナロ

従来科目

A・ルーミス「やさしい人物画」

教科書・教材等 J.シェパード「やさしい美術解剖図」
情報デザインへ
の取り組み

授業課題：CG によるリアルイラストレーション
（Adobe Illustrator CS2 使用）

参考作品：Microsoft

76

クリップアート集より

入門・基礎・応用

・パース（１点透視，２点透視）

イラストレーション

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

のある郷土の名産物などが盛り込まれて

◆科目の概要

いるデザインでは感情移入がたやすく，

企業マスコットやイメージキャラク

強く記憶に残るものとなる。また，関係

ター等の VI（ヴィジュアル・アイデン

従来科目

職種：□企画・ディレクター ■デザイナ □制作 □プログラマ

コットが典型的な例である。VI を明確
にすることは集団をまとめる効果があ

を考察し外見表現を行う。また既存キャ

る。情報が飽和状態の昨今，より短時間

ラクターの歴史から流行を読み取り，現

で視覚的に訴えるキャラクターデザイン

代に受け入れられる新しい表現を模索す

が担う役割は大きい。

る。課題制作物により評価を付ける。
◆到達目標
集団や商品，行事等の宣伝や求心力育
成のためという指針のもと，立案制作で
きる。企業のイメージアップならびに販
売促進ツールとして，説得力と魅力ある

VIについて（導入），参考作品紹介
・アナログ作業の重要性，必要性
・透視図法の説明（１点透視，２点透視，３点透視）

2

等分割(２等分，３等分，８等分)
・８頭身模写による美術的理想プロポーション作画

3

デフォルメ説明
・オリジナルデフォルメキャラクター作画

4

パースの復習
・煽り，目高，俯瞰の説明と視覚的効果について
・人体（顔）の煽り，俯瞰の作画(資料模写)

5

デフォルメ自作キャラクターのポーズ付け
・指定ポーズの表現

6

色の持つイメージ
・印刷版下の知識（CMYK／RGB）
・色相，明度，彩度の説明 配色の法則

7

VIについて（復習）
・説明と具体例の提示
・キャラクター導入のメリットとターゲット層へのアプローチ

8

企業用キャラクター制作
・クライアント設定と課題説明

9

企業キャラクター制作

10

企業キャラクター制作

11

プレゼンテーション
・講評

12

コンペティション出品用キャラクター制作

13

コンペティション出品用キャラクター制作

14

コンペティション出品用キャラクター制作

15

プレゼンテーション
・講評

キャラクターをデザインできる。
◆科目の主な内容
スポーツチームや企業等といった「共
通性を持つ集団」を表現するために用い
を「マスコット」という。
ここではマスコット制作に焦点を置
き，クライアントを設定し実践を通して
課題の制作にあたる。また，実際の企業
マスコット，キャラクター等のコンペ
ティションに応募し，作品の洗練，向上
を図る。

応用

られる動物や人間を模したキャラクター

基礎

目的に沿うモチーフの選出，カラープ
ランニングから性格設定・家族設定まで

1

入門

運動会の紅白旗や野球チームのマス

全 45 時間

業種：■デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部

者にとっては，
より親しめるものになる。

ティティ）制作を行う。

キャラクターデザイン

新規科目

やさしい人物画

◆情報デザインとの関係

教科書・教材等 ＣＩ計画とマークロゴ

キャラクターやマスコットをデザイン
することは，心情的伝達に効果的な物語

授業課題：企業用キャラクター
コンペ提出企画書の１部

性をも含んでいる。様々な由来，会社の
78

情報デザインへ
の取り組み

入門・基礎・応用

創立にまつわるエピソードや歴史，愛着

キャラクターデザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

79

第４章

期間等），形状（マーク・文字）と色彩

◆科目の概要

の表現方法などを学び，自分自身でコン

企業で用いられているシンボルマー

セプトを考え企画し，オリジナルのマー

ク／ロゴタイプの概要並びに役割を学習

従来科目

職種：□企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

する。また CI 制作過程を学びながら各

調査を行い，最終的には CI のマニュア

人がまとめたコンセプトを元に，最終的

ル制作を行う。

には簡単な CI マニュアルを実際に作成

◆情報デザインとの関係
CI が完成されるまでにはいくつかの

する。
◆到達目標

工程を経なければならない。下左の図か

「CI」の役割を理解し，自身でコンセ

らもわかるように，調査，分析が必要と

プトをまとめ，簡単な CI マニュアルを

なる。そのためにはフィールドワークも

作成できるようになる。

必要になり，情報の共有化もしなければ

1．CI の役割について基礎知識の習得

ならない。どこに問題があるのかを把握

（知識）

しそこから仮説を立てて，コミュニケー
ション戦略，ブランド戦略，企業イメー

2．CI マニュアルができるまでのおお

1

CI概論1/役割と歴史他
CI概論2/CI制作の流れ

2

CI概論3/形状（マーク・文字）と色彩の表現方法1
・実在する企業のロゴ・マークを題材に，形状・色彩の推察を行う。

3

CI概論4/形状と色彩の表現方法2
・アプリケーションソフトの機能を使用し様々な形状作成・色彩の選択方法を行う。

4

CI概論5/形状と色彩の表現方法3
・特定の形状・色彩が表現しているイメージ（キーワード）を導きだす

5

CI制作実習A-1/シンボルマーク制作
・特定の形状を元に，自分自身でコンセプト企画しオリジナルマークを制作する。（企画&ラフ制
作）

6

CI制作実習A-2/シンボルマーク制作
・前回作成した最終ラフをトレース，彩色を行いオリジナルマークを完成させる。（Mac）

7

CI制作実習B-1/課題.【対象企業等に現地調査】
・CI計画企画書作成のため現地調査（現地の見学・調査を行うため校外授業など）

8

CI制作実習B-2/課題.CI企画・制作
・CI計画企画書の作成（企業理念・企業イメージ（形状・色彩）・ネーミング等の設定）

9

CI制作実習B-3/CIマニュアル制作
・ロゴマーク制作１（手書きサムネール・ラフ数案作成・最終ラフ決定）

10

CI制作実習B-4/CIマニュアル制作
・ロゴマーク制作２（スキャニング/トレース作業・基本ロゴマーク完成）

11

CI制作実習B-5/CIマニュアル制作
・ロゴマーク制作３（CIカラー【特色／プロセス/グレースケール】

12

CI制作実習B-6/CIマニュアル制作
・ロゴマーク制作４（シグネチュアシステム・使用最小サイズ・禁則使用例の決定）

13

CI制作実習B-7/CIマニュアル制作
・ロゴマーク・ツール展開（名刺・レターヘッド・看板等作成

14

CI制作実習B-8/CIマニュアル制作
・簡易CIマニュアル制作。（簡易CIマニュアルとして一冊にまとめる。）

15

CI制作最終プレゼンテーション

ジ戦略等を組み立てていかなければなら

よその流れ（知識）

ない。
途中にプレゼンテーションもあり，CI

等操作の習得（技能）

デザインそのものが情報デザインのプロ

4. 簡単な企画書制作の習得（知識 +
技能）

セスを踏んで制作されていると言っても

◆科目の主な内容

過言ではない。まさに情報デザインがか

CI の概論を通し，役割や歴史，CI 制

かわっている科目である。

作の流れ，CI（CI マニュアル）ができ

基礎

3．アプリケーションソフト
「Illustrator」

入門

さらに CI 計画企画書作成のため現地

全 45 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

クを制作する。

し，表現方法・使用方法の特徴等を考察

CI デザイン

新規科目

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
CI システムをチャートで表現した資料

CI を一つにまとめた作品

80

□情報デザインの基礎

■問題発見と企画

□情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

■情報の表現と演出

81

入門・基礎・応用

あがるまでの流れ（人の関わり，工程と

CI デザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

何度もサムネールを描かせ，上手く情報

◆科目の概要

が整理されているものをラフスケッチと
して原寸大で描かせる。

雑誌，書籍など印刷物をレイアウトす

従来科目

習する。

手を動かしてデザインさせることで，情

◆到達目標

報の整理分類の重要性を理解させる。

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

んと理解し，実習でその知識が生かされ

デザイナーはただ単に文章や写真を配

るようにする。

置すればいいのではない。情報を整理分

2．細かい数字等覚えなければならな

類し，目的を持って読者の注意を引きつ

い事柄をきちんと覚える。

け，伝えたい内容を理解させなくてはな

◆科目の主な内容

らない。そのためにはどのように工夫す
れば良いかまで考える。

レイアウトは写真と文章の組み合わせ
で行うことが多い。その際，文字に関す

読んでもらうための工夫はレイアウト

る知識や日本語組版についての知識も求

だけではなく，読みやすい文章の組み方

められるのでその勉強もする。

からも生まれる。
どうしたら読みやすく，
情報が伝わるのか，それには基本構成要
素を洗い出し，コンテンツを分類，そし

ランスについて演習を交えながら体験を

て要素の書き出し，分析を行う必要があ

通して覚えて行く。

る。さらに各コンテンツはお互いにどの

レイアウトする上でのルールを学び，

ような関連性を持っているかという点に
ついてもグループ化の分析を行う。

そのルールに沿ったデザインを学ぶ。

ガイダンス
・レイアウトの基本とは，本や紙面の構成（本のしくみについて）

2

トンボの説明，塗り足しについて，用紙の判型と用途，折り丁，綴じ方向，綴じ方，

3

製本の種類，綴じ方の特徴について，紙の目，紙の重さ

4
5

レイアウトする上で必要な知識（ページを構成する要素について）
・版面率，図版率，ジャンプ率（文字・写真），グリッド拘束率，色，文字（書体），シンメト
リー，プロポーション，リズム，ムーブマン，方向性，アクセント，コントラスト，バランス

6

文字について
・文字サイズの単位，１行あたりの文字数，行送り，段組，文字数，段間について

7

レイアウトする上で必要な知識
・版面率，図版率

8

レイアウトする上で必要な知識
・ジャンプ率（文字・写真），グリッド拘束率

9

レイアウトする上で必要な知識
・色，文字（書体）

10

レイアウトする上で必要な知識をどこまで自分のものにしたか小テストとノートの確認

11

レイアウトする上で必要な知識
・写真の扱い方

12

レイアウトする上で必要な知識
・シンメトリー，プロポーション

13

レイアウトする上で必要な知識
・リズム，ムーブマン

14

レイアウトする上で必要な知識
・方向性，アクセント

15

レイアウトする上で必要な知識
・コントラスト，バランス
志岐デザイン事務所「デザイン・レイアウトの基本テクニック」

教科書・教材等 工藤強勝「デザイン解体新書」
情報デザインへ
の取り組み
演習を通してルールを覚えていく

情報を整理しグルーピングしサムネールを制作

82

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

83

基礎

文字を構成するエレメントを理解する
ことから始まり，文字と文字の空きのバ

1

入門

◆情報デザインとの関係

1．レイアウトする上での知識をきち

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

整理されていない原稿を渡し，実際に

る際に必要な基礎知識を演習を通して学

レイアウト

新規科目

入門・基礎・応用

サムネールとラフスケッチについては

レイアウト

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

グループ活動を通して自分本位に偏ら

◆科目の概要

ない企画を提案し，取材を行う。事前の
依頼方の手配や，取材の対象について予

ページものの情報誌を例にとり，雑

従来科目

ループ活動を通して様々な考え方に触

雑誌ができるまでの一連の流れを知

れ，それまで習った知識，技術を総動員

り，実際に自分が行うことでより良い理

して雑誌の魅力について学習し，本作り

解につなげる。

から本文企画ページデザインの中での多

実際には，ページもののデザインを行

様なレイアウト感覚を磨く。

い，相手に伝わるデザインとはどういう

◆到達目標

ものなのか考える。その成果を作品作り
に反映させる。

1．雑誌ができるまでの一連の流れを

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

2．グループ活動を通して，情報を伝

企画に基づいて様々なメディアで情報

達するということとはいったいどういう

を効果的に表現する方法を学ぶことがで

ことなのか理解する。

きる。情報を伝える手法と基礎的なデザ

3．製本技術を身につける。

インルールについて確認することができ

4．タイポグラフィーについて学び，

る。情報の内容を理解し，内容に見合っ

文字から受けるイメージをデザインに注

た配置や表現方法を優先順位に応じてバ

入できるようになる。

ランスよく調整でき，配色や囲みの形状

5．レイアウトやラフのトレーニング

などでターゲットユーザーに合ったイ

に重点を置き，就職時に即戦力となりう

メージを作ることができる。文字の可読

るレベルの高い実践能力を身につける。

性や視認性にも十分考慮したデザインレ
イアウトをする必要がある。

1

ガイダンス
・エディトリアルデザインについて知っておくと得な知識，課題１情報誌を作成するにあたっての
演習，グループに分かれての話し合い

2

課題１情報誌の制作
・意見の出し合い，グループに分かれての話し合い，本の体裁と造本設計決め

3

編集の要素（企画を考える 情報誌の目的
内容について）
・台割を作成する（情報紙の設計図）

4

進行表の作成（担当決め）

5

取材の準備（面白い記事には良い取材

6

取材に行こう（取材のワークフロー）

7

ラフスケッチにとりかかる
・ノンブル，タイトル，本文，段組，ビジュアル，囲み，など
・先割にするのか，後割か決める

8

制作

9

制作

10

制作

11

製本（色々な製本の種類について，和綴じは体験）

12

雑誌制作

13

雑誌制作

14

雑誌制作

15

雑誌制作

大まかな仕様

細かな仕様

構成を考える・具体的な

適切な取材先など）

基礎

◆情報デザインとの関係

理解する。

全 45 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

備知識を持って行動する。

誌ができるまでの一連の流れを学ぶ。グ

エディトリアルデザイン

新規科目

応用

出力

教科書・教材等 工藤強勝「デザイン解体新書」 アレフ・ゼロ「魅せるデザイン，語るレイアウト」
情報デザインへ
の取り組み
情報を整理し読みやすさを追求した誌面構成

雑誌の見開きページのデザイン

84

入門・基礎・応用

◆科目の主な内容

エディトリアルデザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

85

第４章

に展開図から組み立ててそのしくみと設

◆科目の概要

計要素を研究する。調査した項目をまと

1．パッケージデザインの要素

め発表する。

2．各種展開図の研究

◆情報デザインとの関係
パッケージデザインが形としてのデザ

3．製品パッケージの（紙）の制作（デ

イン，モノづくりのデザインである以上

ザイン重視）

情報デザインとは切ってもきれない。

4．あると便利なパッケージの提案（機
能重視）

形あるものはかかわり合いそのもので
あり，コミュニケーションそのものであ
る。形は視点によって変わり，その視点

役割について学ぶ。作品制作では，市場

という点ではフィールドワーク，観察，

調査からはじまり，パッケージ企画・提

分析を通して視覚化して行く。ペーパー

案・制作まで一貫したプロセスを体験し，

プロトタイプから改良を重ね情報を整理

1．紙パッケージ・2．複合材料によるパッ

し，実装していく作業はまさに情報デザ

ケージ・3．ブランドイメージパッケー

インのプロセスを踏んでいると言える。

ジの 3 つのテーマによる制作を行う。

し，その役割とデザイン性を学ぶ。
◆科目の主な内容

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

ガイダンス
・パッケージの分析，パッケージデザインの役割・要素（素材・ネーミング・ロゴ・キャッチコ
ピー・シズル感・製造物責任法に伴う表示・環境問題・リサイクル識別表示マーク）

2

紙箱，缶，びんなど様々なパッケージについて知る。
・既存のパッケージ分析を通じて，パッケージの３面図と展開図について理解する。合わせて気が
付いた点や注意点など情報分析（情報内容，情報量，向き，印刷範囲，折り方など）を発表する

3

市場調査
・パッケージの卸問屋および都内デパートにてパッケージの調査を行う

4

市場調査パッケージのデザイン（形状）研究１
・目的別に色々なパッケージの展開図から組み立ててそのしくみと設計要素を研究する。（グリー
ティングカード他）パッケージについて調査内容をまとめる

5

紙パッケージのデザイン
・展開図の理解と，情報のレイアウトおよびデザインについて学ぶ

6

紙パッケージのデザイン
・展開図の理解と，情報のレイアウトおよびデザインについて学ぶ

7

紙パッケージのデザイン
・展開図の理解と，情報のレイアウトおよびデザインについて学ぶ

8

複合材料によるパッケージデザイン
・複合材料を用いたパッケージデザイン。梱包するモノに適したパッケージのあり方を提案する

9

複合材料によるパッケージデザイン
・複合材料を用いたパッケージデザイン。梱包するモノに適したパッケージのあり方を提案する

10

複合材料によるパッケージデザイン
・複合材料を用いたパッケージデザイン。梱包するモノに適したパッケージのあり方を提案する

11

ブランディングとパッケージデザイン
・手提げ紙バック，包装紙など複数のアイテムを，一貫したブランドイメージで制作する

り，社会におけるパッケージデザインの
役割を考える。様々な場面で存在してい

12

ブランディングとパッケージデザイン
・手提げ紙バック，包装紙など複数のアイテムを，一貫したブランドイメージで制作する

13

ブランディングとパッケージデザイン
・手提げ紙バック，包装紙など複数のアイテムを，一貫したブランドイメージで制作する

14

ブランディングとパッケージデザイン
・手提げ紙バック，包装紙など複数のアイテムを，一貫したブランドイメージで制作する

15

プレゼンテーション

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
和菓子のパッケージモックアップデザイン

クスリのパッケージデザイン展開図と仕上がり

86

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

87

応用

パッケージの基本構造の理解にはじま

全 45 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

◆到達目標
目的に合ったパッケージの構造を理解

パッケージデザイン

新規科目

基礎

パッケージデザインのプロセスを理解
し，社会におけるパッケージデザインの

従来科目

入門・基礎・応用

るパッケージの市場調査を行い，目的別

パッケージデザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

の動向について学ぶ。

◆科目の概要

広告には直接効果と間接効果があり，

広告の制作はクライアント（広告主）

消費者の心理的変容と購買行動，情報処

があってはじめて仕事が始まる。広告が

理モデルを通じて計量化される広告効果

必要とされる経済社会のしくみと市場動

測定の現状を検証する。
広告表現戦略への取り込みについても

役割と表現戦略と表現戦術の違いなど広

検証し，自主表現規制の範囲（倫理）と

告全般について学ぶ。

法律規制の問題，併せて知的財産権のア

◆到達目標

ウトラインについて学ぶ。
◆情報デザインとの関係

クライアントのオリエンテーションで
の意向を明確に把握できる広告知識とク

広告・表現コンセプトを視覚化するに

リエイティブなグラフィック・デザイン

あたり視覚のアイディアが重要になる。

による広告コミュニケーション能力の開

視覚アイディアは言い換えればクライア

発を目的とする。

ントのメッセージをいかに効果的にデザ

◆科目の主な内容

インすればいいのかということであり，
情報デザインに大きく関係する。よく検

の表現者（デザイナー）に求められるク

討されたデザインは情報の内容に見合っ

リエイティビティとクリエイター度と感

た表現形式がとられることが多い。内容

性の高め方について例題を通して学んで

も情報収集と分析，解釈が欠かせない。

行く。

そこからどのような広告展開ができるの
か形に落とし込んで行くことが求められ

広告が必要とされる経済社会のしくみ

る。

と市場動向，年間に使用される日本国内

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

広告とは（１）
・広告の表現者（デザイナー）に求められるクリエイティビティとクリエイター度と感性の高め方
について例題から学ぶ

2

広告とは（２）
・広告が必要とされる経済社会のしくみと市場動向，年間に使用される日本国内での広告費や広告
会社の役割，広告業界の動向について学ぶ

3

広告の役割について
・クライアント（広告主）はどうして広告するのだろうか？
役割と表現戦略と表現戦術の違いについて学ぶ

4

広告の表現戦略について
・広告表現の目的とクリエイティブ・ステップ。コンセプトとキー・ビジュアルの関係について事
例を基に考える

5

広告効果は測れるのか
・直接効果と間接効果について学び，消費者の心理的変容と購買行動，情報処理モデルをとおして
計量化される広告効果測定の現状を検証する

6

マーケティング・リサーチとは
・マーケット・リサーチとマーケティング・リサーチとの違い，マーケティング・リサーチの広告
表現戦略への取り込みについて検証する

7

広告媒体とは
・広告として利用される広告媒体（メディア）についてその種類と特性，メディア・ミックスにつ
いて全体像を理解する

8

広告のオリエンテーションとは
・広告の制作に当たってクライアントから説明を受けるのがオリエンテーション。「オリエンを制
するものが広告を制する・・・」オリエンの受け方，重要性について学ぶ

9

クリエイティブ戦略とは
・広告コンセプトとアイデアの導き方，ターゲットの違いによる表現コンセプト設定のケースにつ
いて「広告企画制作スペシャリスト」試験問題を例に演習

10

クリエイティブ戦略とは
・オリエンテーション・ペーパーを基に制約条件化での表現コンセプトの立て方を，マーケティン
グ・バックグラウンドと広告戦略バックグラウンド分析から学ぶ

11

ビジュアライゼーションとは
・広告の効果的なビジュアライゼーション（視覚化）の主な１３の手法について，演習から学ぶ

12

時代の鏡

13

グラフィック広告の特性と伝達力
・「上手に伝える」広告の実例から

14

TVCMの絵コンテ制作

15

ビジュアルの発想と定着

暮らしと広告

広告の目的やその経済的，社会的な

歴史的考察と｢現在｣（ＣＭ史）

シンボライズと共感

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
広告の視覚化についての資料

色についての講義も用意

88

□情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

89

基礎

広告ってなあに？との疑問から，広告

広告デザイン

新規科目

入門

向，広告の目的やその経済的，社会的な

従来科目

入門・基礎・応用

での広告費や広告会社の役割，広告業界

広告デザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

め，商品と消費者を結びつけるために学

◆科目の概要

生らしい独創的な感性を導き出して，実
際に媒体として表現する）

広告する商品の販売促進のための基本

従来科目

アドバタイジングの意義，から始まり

売促進用のツールとして各種（ポスター

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

販売促進のための基本戦略を企画。実際

広告物を制作する。単に広告をデザイン

に公募されているポスターの制作や，朝

するということではなく，商品と消費者

日，毎日などの新聞広告大賞を課題に新

を結びつけるための企画・戦略のアイデ

聞広告を制作する。新聞広告大賞では特

アを学生らしい独創的な感性より導き出

定の商品を決め，各商品ごとにグループ

して，実際の媒体として表現するまでを

組む。ブレーンストーミングの実施や市

学び実践する。

場調査等を行い，効果的な販売促進プラ

◆到達目標

ン・企画書を完成させる。作品について
はプレゼンテーションを行う。

課題商品のより効果的な販売促進のた

◆情報デザインとの関係

めの基本戦略を企画し，企画書に基づい
た宣伝・販売促進用のツールを制作し，

広告には訴求性が求められる。伝えた

さらに，演習課題を通じてデザインの用

い内容のビジュアルイメージと商品ロゴ

途，手法等，アドバタイジングデザイン

やキャッチコピー等，関連する要素を併

に関する基本的かつ必須の知識・技術を

せてデザインする必要がある。それらを

習得する。

わかりやすく伝えるにはどうすればいい

1．広告の種類と役割（知識）

のか。デザインコンセプトは明確になっ

2．企画書の作成（より効果的な販売

ているのか。それら全てが求められてい

オリエンテーション ポスター（or雑誌）広告を学ぶ・実際に公募されているポスター広告を使い制作をする（企画書・ラフ作成）

2

実習・ポスター（or雑誌）広告制作2
・企画書を元に実際の広告物を作成，作品の確認・アドバイスをし完成を目指す

3

実習・ポスター（or雑誌）広告制作3
・制作したポスター（or雑誌広告）をプリントアウト・完成させる

4

実習・ポスター（or雑誌）広告制作4
・制作した，ポスター（or雑誌）広告作品のプレゼンテーションを行う

5

実習・新聞広告制作 1/6 新聞広告を学ぶ
・特定の商品を決め，効果的な販売促進プラン・企画書を完成させる（各商品ごとに集まりブレー
ンストーミングの実施・市場調査等）

6

実習・新聞広告制作 2/6
・企画書に基づき，ラフ案の作成，最終作品の方向性を決定する

7

実習・新聞広告制作 3/6
・企画書に基づき，新聞広告の制作を開始する

8

実習・新聞広告制作 4/6
・作品の進行状況を確認しつつ適切なアドバイスをしながら完成を目指す

9

実習・新聞広告制作 5/6
・作品の最終確認をしつつ，作品をプリントアウト・完成させる

10

実習・新聞広告制作 6/6
・制作した，新聞広告作品のプレゼンテーションを行う

11

実習・車内吊り広告制作 1/4-車内吊り広告を学ぶ・用意してきた雑誌の車内吊り広告を作成する。始めに，より効果的な販売促進の企画書を作成，
完成させる。企画書に基づき，ラフ案の作成，最終作品の方向性を決定する

12

実習・車内吊り広告制作 2/4
・企画書を元に広告の制作を開始，作品の進行状況を確認しつつ適切なアドバイスをしながら完成
を目指す

13

実習・車内吊り広告制作 3/4
・作品の最終確認をしつつ，作品をプリントアウト・完成させる

14

実習・車内吊り広告制作 4/4
・制作した，車内吊り広告作品のプレゼンテーションを行う

15

総評・ディスカッション
・これまでの作品制作を振り返り，広告制作におけるポイントと不明点の確認をしながら，今後よ
り良い作品を制作するために，全員でディスカッションを行う

教科書・教材等 オリジナルテキスト
情報デザインへ
の取り組み
香港を PR するポスター

雑誌の中吊り広告を制作

90

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

91

応用

る。

促進のため基本戦略の企画書を作成）

1

基礎

広告・新聞広告・車内中吊り広告など）

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

◆科目の主な内容

戦略を企画し，企画書に基づき宣伝・販

アドバタイジング

新規科目

入門・基礎・応用

3．広告デザイン制作（資料収集も含

アドバタイジング

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

ままプリントアウトすることができる。

◆科目の概要

印 刷 ま で の 作 業 工 程 を 比 較 す る と，

Illustrator・Photoshop の 基 本 的 な 操

DTP 以前のデザイン，版下作成，製版

作方 法 を 学 ん だ 後 の 履 修 が 望 ま し い。

がそれぞれの専門家に分業化されていた

DTP の基礎知識と印刷データ制作テク

のに対して，DTP ではこれらすべてを

ニックを身につける。

コンピュータ操作にあたる作業者ひとり
で行うことが可能となった。

店舗における広告やポスター等におい
て集客を促す効果的なデザイン，またエ

これは，上記のいずれの分野について

ディトリアルデザインの紙面構成につい

も深い知識を持っていることを作業者に

ての手順・要素を学ぶ。特に外部発注，

要求する。

出力のためのデータ作成への理解を深め

◆情報デザインとの関係

◆到達目標

を設定し，広告物，ポスター，雑誌など
の制作を通して，生活の中にあふれてい

DTP の基礎知識と基本的な印刷デー

る無数の情報をわかりやすく提示する。

タ制作テクニックが身についている。コ
ンセプト提案からはじめ，目的に応じて

世の中の流れを読み取り，今何が求めら

効果的なレイアウトが組める。

れているのか，情報収集・分析を行うこ

◆科目の主な内容

とで，初めて形のない「情報」をビジュ

クライアントを設定し，課題実習を通

アライズできる。

して DTP の基本知識と印刷データ制作
テクニックを身につける。実際に出力し
た制作物により評価をつける。
ター，雑誌の制作等。
◆新規科目の特徴
デザインレイアウトから製版・印刷ま
で，印刷物を制作する作業は近年，急速
にデジタル化されている。

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：□企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

導入
実習から学ぶデザインの法則とルール
・雑誌の特集ページの再現

2

新聞広告（白黒）
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

3

新聞広告（カラー）
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

4

雑誌（特集表紙）
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

5

雑誌（特集１ページ）
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

6

カレンダー
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

7

ポスター
・①説明

②参考作品紹介

③課題制作

④講評

8

３つ折リーフレット
折込チラシ２
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

9

折込チラシ１
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

10

折込チラシ２
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

11

ステーショナリ
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

12

チームによる雑誌制作（８ページ）
・①説明 ②参考作品紹介 ③課題制作

13

チームによる雑誌制作（８ページ）
・①課題制作の続き ④講評

14

ＰＯＰ制作
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

15

パッケージ制作
・①説明 ②参考作品紹介

③課題制作

④講評

視覚デザイン研究所

DTP の 特 徴 と し て「WYSIWYG」 ＝

全 270 時間

応用

課題として，広告，折込チラシ，ポス

DTP 実習

新規科目

基礎

この科目では，具体的なクライアント

る。課題制作物により評価を付ける。

従来科目

「7日間でマスターするレイアウト基礎講座」

教科書・教材等 「クリエイターのための印刷ガイドブック DTP基礎編」
「デザイン・印刷知識集

What You See Is What You Get が挙げら
れる。つまりモニタで見えているものが

授業課題：折込チラシ
手書きカンプと作成後の印刷物

そのとおりに，印刷されるということで
92

情報デザインへ
の取り組み

入門・基礎・応用 入門

あり，製版作業の工程を経なくてもその

DTP 実習

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

DTP」

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

93
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の部分を網羅する。
◆情報デザインとの関係

◆科目の概要
様々なソフトウェアを使用し，基礎技

ソフトウェアをより良く知り，３つの

術を組み合わせ応用することにより，技

ソフトの連携をとるためには知識として

術の上達と作品の完成度を上げる。

ソフトウェアを使いこなさなければなら

◆到達目標

ない。ティップスを学んで行くというこ

ベクトル系（Illustrator 等）やペイン

とはそれを最終的に利用して作品制作を

ト 系（Photoshop 等 ） の ソ フ ト ウ ェ ア

するということに結びつき，それはその

を使用し，ベクトル図形やビットマップ

ままレイアウトや色彩に発展していく。

画像の違いを理解し応用できるようにな

高度な写真合成技術も伝えたい内容を
きちんと把握し，どの技法で表現すれば

る。

いいのかを考えた上での作業となる。

素材となるグラフィックの制作におい

一見離れていそうではあるが，関連

てワンランク上の技術の習得を目指す。
◆科目の主な内容

性を考えて行くと，この内容は情報デザ
担っている。

習得と作品作りを行っていく。
ソフトウェア自体の機能に加え，高度

1 枚のポスターあるいは 1 冊の雑誌を

な手法の組み合わせによる Photoshop

作るにあたっては，文字の大きさ，その

での合成や効果など，道具としてのソフ

行間や可読性，見易さ，色等あらゆる要

トウェアの高度利用を目指す。

素を考えて実装しなければならない。目
的に合った構成を考え出す力も表現の基

さらに InDesign を用い，作品展開の

礎の部分で必要となる。

幅を広げる。３つのソフトウェアを使用

新規科目

デザインテクニック

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

IllustratorとPhotoshopのティップスと作品作り1
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

2

IllustratorとPhotoshopのティップスと作品作り２
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

3

IllustratorとPhotoshopのティップスと作品作り３
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

4

IllustratorとPhotoshopのティップスと作品作り４
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

5

IllustratorとPhotoshopのティップスと作品作り５
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

6

IllustratorとInDesignのティップスと作品作り２
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

7

IllustratorとInDesignのティップスと作品作り３
・基礎を応用したティップスを学び，それを使用して作品制作を行なう

8

タイプフェイスデザイン１
・書体作成におけるティップを学び，それを使用して作品制作を行なう

9

タイプフェイスデザイン２
・書体作成におけるティップを学び，それを使用して作品制作を行なう

10

Photoshopによる合成テクニック1
・高度な写真合成技術を学ぶ

11

Photoshopによる合成テクニック2
・高度な写真合成技術を学ぶ

12

Photoshopによる合成テクニック3
・高度な写真合成技術を学ぶ

13

Photoshopによる合成テクニック4
・高度な写真合成技術を学ぶ

14

Photoshopによる合成テクニック5
・高度な写真合成技術を学ぶ

15

まとめ

応用

インの表現と演出において大きな部分を

Illustrator と Photoshop のティップス

従来科目

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
Photoshop による合成

Illustrator によるトレース
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□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

95

入門・基礎・応用

してビジュアルデザインが担う視覚伝達

デザインテクニック

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

プランニングとしての知識やテクニッ

◆科目の概要

クは従来から行われている普遍的に重要
な領域である。しかし，現在では人と人

求は情報伝達とデザインの学習において

との間に Web 等の電子媒体環境が大き

重要な領域である。メディアを有効に活

く広がっている。情報の展開にも新た

用した情報伝達の促進戦略が企画の大き

な領域に対する理解や検討が必要であ

な目標であるといえる。

る。電子媒体環境になじみの深い世代で

立案から広告計画，媒体の選択，ビジュ

は，情報の検索や共有など新たなコミュ

アルの構想など企画を展開して行く。そ

ニティへの広がりを求める動きがある。

の要となる知識を得ながら戦略を意識し

これを大きな成果につなげる可能性もあ

た企画の構築方法を学び，実践的なシ

る。従来の普遍的な知識の上に，新たな

ミュレーションで実社会の現実性に触れ

情報環境の活用を踏まえたプロモーショ

ながら学びたい。マーケティングで学ん

ンを目指したい。

だ知識を活かし，メディアと目的の関連

◆情報デザインとの関係
企画では，マーケティング等の知識を

性，発想力の向上等プロモーションに必
要なスキルの向上を目指したい。

具体的な場面で発揮できる発想力や判断

◆到達目標

力，得られる情報から問題を発見し情報
を分析して導く方向性を見いだす能力が

モーション活動の事例について学ぶ。メ

必要となる。また企画の実現にはプレゼ

ディアの目的と広告の関連性を研究し，

ンテーションも必須であり，情報デザイ

広告戦略と具体的な立案を経て企画書で

ンで目指す能力に沿ってそれを養う領域

形にする。

の学習であるといえる。

◆科目の主な内容
何を伝えなければならないかをまと

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

・オリエンテーション

2

・ブランドマネジメントと用語・手法

3

・マーケティング・リサーチの手法

4

・企画課題概要説明
（課題企業の設定と取り組み方，方向性の確認）

5
6
7
8
9
10

・設定企業の調査・分析
・問題点の抽出と整理
・ターゲット・コンセプトの設定
・企画立案（目的・目標の設定）
・コピーライト
・メディア戦略
・広告表現案の作成
・戦略仮説の設定

応用

マーケティングの知識を活用したプロ

企画

新規科目

基礎

人の感情を動かす企画力と表現力の追

従来科目

・経過報告（プレゼンテーション）
・プレゼンテーションリハーサル

11
12
13

めるトレーニングを行う。マーケティン
グの知識を振り返りながらプランニング
を行い，企画書等のアウトプットでプロ
モーションを具現化して行く。これによ
り商品，流通，広告の戦略とビジュアル

14

・プレゼンテーション

15

・講評，補足

教科書・教材等

による表現であるデザインとの関わりを
明らかにする。総括としてプレゼンテー
ションを行い効果の測定へつなげる。

企画立案ミーティング（応用）

96

入門・基礎・応用 入門

◆新規科目の特徴

企画

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

情報デザインへ
の取り組み

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

■情報の表現と演出
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も出て来ている。ニーズを発見する力と

◆科目の概要

適切なソリューションの持ち合わせがな
いとこの情報過多といわれる世の中を泳

問題を見つけ出す力，把握する力，解

従来科目

そこで情報デザインをキーワードと

ンの力で解決する最善の方法を学ぶ。
◆到達目標

した問題解決能力という考え方が出て来

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

た。情報を収集し，分析し，論理的思考

として捉えることができる。立場や職業

から問題発見までいろいろなプロセスを

の別にかかわらず共通する考え方，仕事

たどって行い解決案を見いだす。情報デ

の進め方に役立つ能力として身につける。

ザインを理解，観察する部分がまさにこ

◆科目の主な内容

れにあたる。
◆情報デザインとの関係

モノづくりの業界，IT 分野の業界で
は「問題解決のできる人」等と言われ，

情報デザインはまず理解から入る。ブ

問題解決能力が脚光を浴びている。デザ

レーンストーミングやカードソート法等

インの力で問題を解決したいと考えてい

を用い，問題の発見と解決を目指す。こ

る企業も多く，デザインの持つ強さがク

れを主軸にし，問題の発見と解決のため

ローズアップされている。

に何ができて，何が有効な手段なのかを
いくつかのプロセスを経て学んで行く。

構想力，分析力，思考力を高め，問

この科目は情報デザインの中でも問題解

び，問題解決を実際に行ってみる。

決という部分に特化してそのための演習

◆新規科目の特徴

を行い，問題解決にあたるものである。
全体の中の一部分ではあるが，非常に重

IT 化やグローバル化に伴い，ビジネ

要な科目となる。

スシーンはますます速い変化を遂げてい

ガイダンス
・問題解決の手法とデザイン

2

構想力，分析力，思考力，表現力について

3

構想力，構想力，分析力，
・問題を発見するために，あるべき姿を描く必要

4

分析力
・内部環境と外部環境を把握する力が必要

5

思考力
・解決策を導く，論理的思考（ロジカルシンキング）が必要

6

表現力
・導いた解決策を相手に伝える力が必要

7

問題を発見するには何が必要か
・問題定義のポイント解説

8

復元型の問題解決（原因指向型）
・未来型の問題解決

9

問題解決のプロセス
・SWOT分析

10

問題解決のプロセス
・問題解決行動一覧表

11

問題解決のプロセス
・問題ステートメント

12

問題解決のプロセス
・6W2H，IS NOT，ABC分析

13

問題解決のプロセス
・解決策の選択

14

問題解決のプロセス
・解決後のアフターフォロー

15

リフレクション

基礎

題を解決するために必要なポイントを学

1

入門

問題解決のスキルは，ひとつの総合力

全 15 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部

いでは行けない。

決する力を身につけ，その問題をデザイ

問題解決演習

新規科目

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
演習問題で問題の解決をさぐる

マインドマップ法を使って分類

98

入門・基礎・応用

る。今までに経験したことのない問題等

問題解決演習

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

99

第４章

情報のデジタル化が当然のこととなっ

◆科目の概要

た現在，プレゼンテーション・ソフトウェ
アを使用する機会が増えている。手書き

えを正しくわかりやすく相手に伝える」

の文字よりも読みやすく，色や効果音の

という基本に沿って実践的に課題を解決

付加，画像の挿入等も容易にできる。
「話

し発表を行う。重要なのはプレゼンテー

し手」は目を引く資料に満足しがちであ

ションの「内容」であり「何をどのよう

る。しかし「何をどのように伝えるか」

に伝えるか」である。

という本質を押さえていなければ，真意

◆到達目標

を相手に伝えることは難しい。ソフト

「聞き手」の視点・思考に立って考え，

ウェアの便利さがもたらす落とし穴であ
る。

その場に相応しいツールを選択し，理解

伝えるべき内容（論点）を明確にする

の内容を相手に伝えるための技術を身に

という作業は情報デザインそのものであ

付ける。

り，「問題」を提示し解決するための視

◆科目の主な内容

覚的要素のまとめ方が大きく関わる。
この科目では，情報の理解・選別・整

「自分（あるいはクライアント）の考え

業種：■デザイン ■広告制作 □広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ □制作 □プログラマ

1

自己紹介（1分）
（姿勢，視線，話すスピード，声のコントロールなどプレゼンテーションの基本をおさえる）

2

他者紹介（1分）
（インタビュー，情報整理，発表）

3

地図（または案内図）を使用した説明
・聞き手の状況を把握し相手の視点に立った情報整理
・用語の統一と視点のコントロール

4

イベント案内状作成
・準備作業をイメージ
・5W2Hを考える

5

・当日までのスケジュール作成
・案内状作成（往復葉書・電子メール）
・当日の進行を考える

6

本の紹介ポスター作成
・事前準備：課題図書のクリティカル・リーディング（分析）
・グループ・ディスカッション

7

・原稿作成
・リハーサル
・発表 ・相互評価

8

レジュメ作成
・レジュメ（配布資料）の意味と作成方法
・話との一致（用語，内容，順序の一致）

9

・箇条書き，表，グラフを用いた資料作成
・発表（3分）
・相互評価

理・効果的な伝達の課題に取り組む。

を正しくわかりやすく相手に伝える」ため
には論点を絞る必要がある。さまざまな
課題を設け情報を整理する作業を行う。
明確になった論点をよりわかりやすく
伝えるために必要なツールや，話す姿勢，
等の技術を，発表という実践を通して学
ぶ。

10

年間報告プレゼン（ある期間を振り返った活動報告）
・デジタル
・プレゼンテーション基礎

11

・トピックの設定
・スライド作成
・リハーサル

12

・発表（3分）

13

「国際会議場」使用プラン案
・問題解決のための重要ポイントの発見
・解決案の策定

14

・スライド・ファイルと発表内容の構成決定
・スライド・ファイルならびに発表原稿の作成

15

・リハーサル
・発表（10分）
・相互評価

応用

表情，視線，声の大きさ，ジェスチャー

全 15 時間

基礎

しやすい内容にまとめられる。また，そ

プレゼンテーション

新規科目

教科書・教材等 上村和美，内田充美「プラクティカル・プレゼンテーション」

プレゼンテーション資料

発表風景
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情報デザインへ
の取り組み

入門

「自分（あるいはクライアント）の考

従来科目

入門・基礎・応用

◆情報デザインとの関係

プレゼンテーション

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

カッションし，まとめた物を発表する。

◆科目の概要

レポートでの提出や実際に調査，分析
から見えてきたものをデザインの方向性

実際に街や文化施設に足を運び，現在
進行形で発展している分野や作品，流行

として形にしていく作業もある。

等について調査・鑑賞し，デザイン業界

◆情報デザインとの関係

に関連する知識や視点を体験することに

情報デザインの項目の中には市場調

より「デザイナーとしてのフットワーク

査，現状分析等がある。それらは実際に

力」と「クリエイターとしての直感力」

街に出て自分でフィールドワークを体験

を磨き感性を高める。

することによって得られるものである。

◆到達目標

その中で，フィールドサーベイは市場調
査，現状分析という部分で大事な要素を

につける。デザインの発想や構想を，現

担っている。調査・分析から見えてくる

実社会で検証し，調査・分析する。その

事柄を体験を通して学び，仮説をたて情

結果からデザイン案の方向性や有用性を

報を構造化して行く。グループでの活動

検討する方法を獲得する。またコミュニ

を通して情報の共有化を図り，そこから

ケーション力やフットワーク力を身につ

具現化できるものは形にしていく。

◆科目の主な内容
情報の発信地といわれる街に出かけ，
美術鑑賞や流行等について調査を行い，
グループで分析し問題を見極める。

全 30 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

ガイダンス
・フィールドサーベイの果たす役割について

2

作品鑑賞法について
・美術展鑑賞

3

・美術展レポート作成

4

流行発信地グループ調査
・現地に足を運び，マークデザインの調査をグループで実施する

5

流行発信地グループ調査
・調査したものごと，写真から分析考察，パネル作成

6

流行発信地グループ調査
・マークデザインの調査についてグループ発表，ディスカッション

7

博物館見学

8

リサーチ
・若者文化の起源と言われる理由

9

リサーチ
・ディスカッション・まとめ

け，
アンテナを張ることの大切さを学ぶ。
さらに作品鑑賞能力を養う。

フィールドサーベイ

新規科目

基礎

デザインにまつわる知識や視点を身

従来科目

10

リサーチ
・個別発表

11

グループ活動「文化調査」に向け，グループごとの話し合い
・テーマについて，まとめ方について，発表方法など

12

グループ活動「文化調査」サーベィ

13

グループ活動「文化調査」
・グループごとのまとめ

14

グループ活動「文化調査」
・調査結果発表

15

施設見学

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
美術館に足を運ぶ

江戸の文様を現代にアレンジし形に落とし込む
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入門・基礎・応用 入門

その問題をどう解決できるのかディス

フィールドサーベイ

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出

103

第４章

◆科目の概要

様々な事象を例に挙げ，現実のままデジ
タル化再現するのではなく，デジタル的
に見て心地よいかどうかを追及する。以
上の過程において，常に物事を客観的に

近年映像業界で標準とされている
3DCG 制作ソフトのオペレーション及

捉えることができる視点を持つことや，

び，動画制作に必要なマーケティング手

観察力，時代に必要とされているニーズ

法・企画立案・絵コンテ作画技術などを

を的確に捉え伝達する力を身に付ける。

習得し，オリジナルアニメーションの完

◆情報デザインとの関係

成を目的とする。

現在，社会において様々な表現手法
がアナログからデジタルに移行しつつあ

3DCG を使用して自らのアイデアがビ

る。プレゼンテーションを行う場合でも

ジュアル化できる。「動き」についての

静物だけではなく動的な，インタラク

知識を深め，表現手法を身に付けた上で

ティブ性を兼ね備えた物がわかりやす

オリジナルストーリーに基づいたアニ

く，評価されている。そこで個人や集団

メーションの制作ができる。

の持つアイデアや企画を，他者に，より

◆科目の主な内容

効果的に伝達する方法として動画という

3DCG 制作ソフトを使用し，モデリン

カタチにし，言葉・紙媒体では伝わりに

グ・テクスチャ・ライティング・レンダ

くい内容やニュアンスを表現すること

リング等の技術を身に付ける。そのうえ

で，国・人種・言語を超えたプレゼンテー

で，先例や慣例に捕らわれること無く自

ションが可能となる。
これらは映画，テレビ，個人作品の発

者に対し目で見えるカタチにする。特に

表のみならず，企業間での意思疎通や作

モーションに関して，身近に存在する

業の効率化に必要不可欠な技術である。

全 180 時間

業種：□デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 ■映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター □デザイナ ■制作 □プログラマ

1

・（導入）３ＤＣＧとは何かを身近な作品を基に説明。表現の可能性について見識を深める。
・３ＤＣＧ制作ソフトを使用してモデリングの基礎知識を学習。

2

・ＣＧ質感向上のため，テクスチャマッピングの基礎知識を学習。
・ライティング手法の基礎知識を学習。

3

・レンダリングの設定による結果の違いを確認し，基礎知識を学習。
・モデリング課題制作

4

・ＣＧに動きを付けるため，ボーンの設定について学習。
・アニメーション課題制作。

5

・アニメーション企画の基礎を学習。
・マーケティングとニーズについて学習。

6

・字コンテ及び絵コンテ制作の基礎を学習。
・オリジナルストーリーの企画・立案。

7

・字コンテの制作。
・絵コンテの制作。

8

・絵コンテの制作。

9

・完成した絵コンテを基に，３ＤＣＧ制作ソフトにてモデリング。

10

・キャラクターや背景など，それぞれに見合ったポリゴン数を意識しつつモデリング。

11

・既存素材を利用，もしくは手描きにてテクスチャを適応し，質感を高める。
・ライティングを施し，世界観を構築。

12

・モデリングしたオブジェクトにボーンを適応し，可動範囲等を調整。

13

・アニメーションの基礎知識を活かし，オブジェクトに動きを付ける。

14

・撮影アングルを絵コンテと比較しながら，レンダリング及びクリーンナップ。

15

・映像素材と音楽素材を組合せ，編集・完成。

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
3DCG の制作

アニメーション
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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応用

らが考え，作り上げたストーリーを第三

動画制作（モーショングラフィックス）

新規科目

基礎

◆到達目標

従来科目

入門・基礎・応用 入門

動画制作（モーショングラフィックス）

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

インターネットの一般化以前，情報は

◆科目の概要

一方的に伝達されていた。企業にとって
効率的なマーケティングといえば，
新聞，

通信技術の発展に伴い，Web サイト
を使えば個人単位でも情報発信が行える

テレビ，ラジオ，雑誌のマスメディアに

時代になった。インタラクティブ性が高

よる利用者の認知や欲求を喚起するスタ

いことから，情報のわかりやすさに加え

イルであった。
しかし，インターネットがコミュニ

ンテンツが社会とどう結びついているの

ケーションの基盤として確立している昨

か理解を深め，しくみを学習していく。

今，従来に比べてはるかに低いコストで

公の場に作品，文章を掲示することか

双方向のコミュニケーションを実現でき

ら「著作権＆デザイン法規」と並行して

る。Web はインタラクティブ性の高い

受講することが望ましい。課題制作物に

情報伝達ツールとしての位置を占めてい

より評価を付ける。

る。

◆到達目標

◆情報デザインとの関係
数年前から注目されている mixi 等の

に何を期待し，そのサイトをどう使うの

ソーシャルメディアのように，情報発信

かを理解することで，わかりやすいイン

者と受信者が相互にコミュニケーション

ターフェイスレイアウトが組める。

をとることが可能となった。一部の利用

◆科目の主な内容

者の間で話題になった製品やサービス

PC とプロジェクターを利用し授業を

が，あっという間にネット上のクチコミ

行う。基礎演習から発展した応用演習ま

で多くの人に広がることもあるため，新

で，クライアントを仮定し実際の Web

しいマーケティングのプラットフォーム

サイト制作にあたる。

になりうると考えられている。同様にビ
ジネスブログから伝わる従業員の
「人柄」
が企業サイトで重要な役割を担う例もみ
られる。
わかりやすい情報提示に加えて顔のみ
える（人となりが伺える）Web サイト
が求められている。
また，
インタラクティ
ブ性の高さからユーザーリテラシーを考
えてインターフェイスレイアウトを組む

授業課題：Web サイト制作
サイト制作企画書とスケッチ

必要性を学ぶ。
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全 90 時間

業種：■デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

動機付け（参考作品の紹介）
・ホームページの基礎

2

HTMLとタグ
・自己紹介ページを作成
リンク

3

CSS
・CSSについて説明

4

Webデザイン基礎の説明
・制作ソフトのオペレーション

5

既存サイトのリニューアル

6

オリジナルサイトの企画（個人）

7

オリジナルサイトの制作（個人）

8

オリジナルサイトの制作（個人）

9

プレゼンテーション
・講評

10

オリジナルサイトの制作（グループ）

11

オリジナルサイトの制作（グループ）

12

オリジナルサイトの制作（グループ）

13

オリジナルサイトの制作（グループ）

14

オリジナルサイトの制作（グループ）

15

プレゼンテーション
・講評

応用

想定されるユーザー層が，そのサイト

Web デザイン

新規科目

基礎

て使いやすさが求められる。デジタルコ

従来科目

「Webデザイン [改訂版] -コンセプトメイキングから運用まで-」

教科書・教材等 「センスを光らせるWEBデザインワーク」
情報デザインへ
の取り組み

入門・基礎・応用 入門

◆新規科目の特徴

Web デザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

パブリッシュワーク

◆科目の概要

ダウンロード待ち時間のシュミレー

Web アニメーション制作の代表的な

ションや，バージョン情報の確認など，

ツールである Flash を利用し，アニメー

利用者環境を意識した作品制作の手法を

ション制作の手法，描画の基本操作を学

学習する。

習する。

◆新規科目の特徴

◆到達目標

現在の Web サイトでは，情報伝達の

グラフィックやテキスト，ビデオ，サ

手法においても大きな変革期を迎えてい

ウンド等のデジタルメディアを統合し

る。文字や写真での情報伝達に加え，ア

て，高品質なリッチコンテンツを制作す

ニメーションを利用した視覚，聴覚に訴

ることができるようになる。

求する情報伝達が必要となってきてい

Flash の基本的な利用方法を習得し，

る。大量の情報をいかに解り易く伝える
か，今後のクリエイターに必要な能力と

成できるようになる。作成したアニメー

なる。

ションに関しては，利用者の環境を意識

◆情報デザインとの関係

し，出力形式やサイズを意識したファイ

この科目では，描画機能の基本的な操

ル形式で出力ができるようになる。

作方法を理解し「表現の基礎」を向上さ

◆科目の主な内容

せる。また，
「情報の表現と演出」に関

Flash の操作方法を中心に以下の項目
を説明，演習，実習の形式で学習していく。

しては重要な課題であり，利用者の興味
を得るための演出方法を習得する。

グラフィックワーク
Flash での描画機能を理解し，基本的
な図形の描画方法，作成された画像の活
用としてオブジェクトの概念を理解する。
タイムラインの基本操作を理解し，レ
イヤを利用したアニメーション制作の手
法を理解する。
マルチメディアワーク

全 45 時間

業種：□デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：□企画・ディレクター □デザイナ ■制作 □プログラマ

1

（導入）Flashの活用事例の紹介，インストール
・Flashの概要説明と開発環境を説明する

2

・作業の流れと作品の管理方法を説明する
・開発環境における基本操作を説明する。

3

グラフィックワーク（描画の基本）
・基本図形の描画方法を説明する（線，楕円，塗り，矩形，多角形）
・図形のグループ化とオブジェクトの管理方法を説明する

4

・線と塗りの特性を利用した画像作成を行う
・グループ化を利用した画像作成を行う

5

・シンボル（オブジェクト）を利用した画像作成を行う。
・テキストの入力方法を説明する

6

・オブジェクトの伸縮・回転方法を説明する
・カラー機能について説明する

7

・グラデーション操作によるカラー設定を説明する
・描画ツール（鉛筆・ペン）の利用方法を説明する

8

アニメーションワーク
・モーショントゥイーンとシェイプトゥイーンの概略を説明する
・タイムラインの基本操作を説明する

9

・変形・回転を行うアニメーション操作を説明する
・レイヤーを複数使用したアニメーション操作を説明する

10

・シェイプトゥイーンでモーフィングを実現する手法を説明する
・マスクを利用したアニメーションを説明する

11

マルチメディアワーク
・ビットマップ画像を利用したアニメーション方法を説明する

12

・サウンドに関する基礎知識とムービーに効果音を設定する方法を説明する
・ムービーにビデオを組み込む方法を説明する

13

アクションスクリプト
・ボタンの作成，操作方法を説明する
・マウスイベントに対応したアニメーション作成方法を説明する

14

・カーソルを追尾するしくみを説明する
・外部ファイルを読み込む方法を説明する

15

パブリッシュワーク
・外部環境への出力方法を説明する。

応用

アニメーションワーク

Flash

新規科目

基礎

簡単な Web アニメーションを自分で作

従来科目

教科書・教材等 境 祐司「速習WebデザインFlash CS3」

外部ファイル（画像，サウンド，ビデ

情報デザインへ
の取り組み

オ）を活用したアニメーションの作成方
法を学習し，高品質なリッチコンテンツ
108

アニメーションの作成画面

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出

109

入門・基礎・応用 入門

の制作方法を学習する。

Flash

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

構造を学習していき，データ構造の利用

◆科目の概要

や代表的なアルゴリズムを学習する。応

情報の伝達手法が急速に発展する現

用部分では，通常の Web 制作ではでき

在，利用者の一人ひとりの立場に立った

ない，動的コンテンツの作成方法を JSP

情報伝達が求められてくる。この科目で

を通して学習する。

は，双方向で情報伝達を行うしくみを構

◆新規科目の特徴
以前のインターネット環境では，単方

築する技術を学習する。
◆到達目標

向での情報伝達が主流であったが，現在

基本的なプログラムを自分で考え構築

の情報ネットワーク社会においては，双
方向での情報伝達が主流となっている。

を構築するための知識を習得する。

顧客のニーズがどこにあるのか，必要な
情報を顧客にどのように提供するかが，

1．プログラムの作成手順とデバッグ

重要であり，そのしくみを構築する技術

の手法を理解する

者が必要である。

2．プログラミングテクニックとアル

情報技術者（プログラマ）とのコミュ

ゴリズムの基礎を理解する

ニケーションを図る上でも，クリエイ

3．Web ページにおけるプログラミン
グを理解する

ター自身が，情報技術のしくみや可能性

◆科目の主な内容

を知ることは重要である。
◆情報デザインとの関係

具体的な作成事例を基にプログラミン
グ制作の楽しさやプログラミング可能な

この科目では，
「情報の表現と演出」
を中心に現在の技術で可能な演出方法を

では，変数の利用方法から始め，プログ

説明する。

プログラミング

全 60 時間

業種：□デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：□企画・ディレクター □デザイナ □制作 ■プログラマ

1

・（導入）プログラム作成の目的，表現と演出の無限性を説明する
・環境構築の実施，プログラムの作成から実行までの手順を説明する

2

・定数と変数の違いを説明し，変数の定義・使用方法を説明する。（識別子，型，サイズ）

3

・計算式の記述方法，代表的な演算子の使用方法を説明する。

4

・選択型（if,switch構文）の制御構造を説明する
・条件演算子（論理積，論理和）の使用方法を説明する

5

・選択型構造を利用したプログラミング作成を行う。

6

・反復型（for,while,do）の制御構造を説明する
・繰り返し構造における変数の利用法を説明する。

7

・反復型構造を利用したプログラミング作成を行う。

8

・配列（データ構造）の利用方法について説明する。
・多次元配列の生成，利用方法を説明する。

9

・代表的なアルゴリズムを理解する
探索アルゴリズムとして，直接探索・線形探索を説明する
整列アルゴリズムとして，基本選択，基本交換を説明する

10

・HTML言語構造の復習
・Web制作に必要なクラス・メソッドを説明する。

11

・HTML言語の応用としてフォーム画面の作成方法を説明する。

12

・Webページからのアクションに対する操作方法を説明する。
（ユーザ認証ページの作成，フォーム入力内容の取得プログラム作成）

13

・データベースとの連携による動的ホームページの作成手法を説明する。
（データの取得，画像の取得，ページ間情報の取得方法）

14

・サンプルプログラムを元に動的ホームページの制作

15

期末試験

応用

内容を学習する。プログラミングの基礎

新規科目

基礎

できるようになり，動的な Web ページ

従来科目

教科書・教材等

JSP を利用した動的サイトの制作
ショッピングサイトの構築

JSP を利用した動的サイトの制作
レシピ検索システム

110

情報デザインへ
の取り組み

■情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

■情報の表現と演出

111

入門・基礎・応用 入門

ラム制御構造を利用した選択，繰り返し

プログラミング

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

3D 仮想空間の登場等，活用の場面や技

◆科目の概要

術の進歩が特に著しい分野である。

ゲーム・アニメーション・CM 映像等，

◆情報デザインとの関係
日々進化を遂げ発達する媒体ととも

影響を与えている。中でも 3DCG の技

に，それが求める表現方法もめまぐるし

術はフル CG から実写合成まで，現実世

く変化している。

界では表現できない世界を作り出すこと

3DCG の学習にあたっては基礎となる

もでき，表現において無限の可能性を

3DCG の知識・技術に加え，日常からの

持っているといえる。CG やゲーム業界

情報収集や収集情報の整理や蓄積が必要

等多岐にわたる分野で活躍できるクリエ

とされる。
情報デザインで求められる力の根底に

いて学び，三次元空間表現の制作技術を

はスキルを構築していくデザイナーとし

学ぶ。

ての意識やニーズに対する解決力を高め

◆到達目標

る要素がある。

3DCG についての基礎的な知識を習得

3D 空間を自由に想像し構築していく

し，CG ソフトの使い方を学習しながら

ためには，日ごろからの観察力や，身の

3DCG を制作する上で必要な考え方や技

回りの自然現象などについての知識が必

術を身につけるこを目標とする。

要である。日常得られる情報を整理し知

◆科目の主な内容

識を深め，蓄積することが求められる。
情報デザインにおける「情報の構造化と

リング，テクスチャー（質感），デジタ

編集」行為と意識としては共通する部分

ルライティング，アニメーション，レン

がある。

ダリング等，CG 制作作業の工程を理解
する。基礎から表現のバリエーションま
で総合的な制作技術を養う。
◆新規科目の特徴
様々な媒体での表現素材となりうる
3DCG 表現は，フォトリアルな表現から
ノンフォトリアルな表現まで，活用の場

業種：■デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：□企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

オリエンテーション
・環境の確認とソフトウェアの特徴説明

2

モデリング手法
・ポリゴンモデラーによるモデリングトレーニング

3

・ポリゴンモデラーによるモデリングトレーニング

4

マテリアルの設定

5

ライティングの基礎

6

レンダリングの理論と方法

7

アニメーションの基礎

8

動画に関する知識とアニメーション作成

9

様々なモデリング手法

10

テクスチャマッピング

11

シェーダモデルの理解と応用シェーダ

12

各種光源の特徴

13

グローバルイルミネーションとHDR

14

スケルトン構造とリグの設定

15

ダイナミクス

応用

基本的な CG 用語を学びながら，モデ

全 240 時間

基礎

イターを目指し，3DCG 技術の表現につ

3D デザイン

新規科目

入門

CG の技術発達はデザイン表現に大きな

従来科目

教科書・教材等

面に応じ多様な進化を続けている。

情報デザインへ
の取り組み

従来からあるような映像との合成表
現や，ゲーム映像等のようにフル CG の

スケルトン構造とリグ設定（応用）

112

入門・基礎・応用

魅力を活用したもの，さらに Web3D や

3D デザイン

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

□問題発見と企画

□情報収集と解釈

□情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

様々な業界の人に，3 週連続の出講を

◆科目の概要

依頼，各業界の現状について知識を深め
る。

印刷業界・デザイン業界の動きを追

事前のレジュメ提供を依頼し，コピー

「デザインにおけるフォント環境」・「エ

をとって学生に配布しておく。学生は講

ディトリアルデザインの実際」・「ゲー

義に予備知識を持って臨み，質問があれ

ムデザインにおける 2D デザイナーの役

ば質問をする。終了後は必ずリフレク

割」
・「プロモーショングラフィックスに

ションを行い，レポート等で記憶の定着

ついて」
・
「プロダクトデザイナーの仕事」

を図る。
◆情報デザインとの関係
デザインが社会にとってどういう立ち

クデザイナーの役割」等デザイン業界の

位置にいるのか，またその考え方のプロ

第一線で活躍している方から話を伺い，

セスはどうなっているのか。受け手であ

自分の作品作りに役立てる。

る一般の人々に向けてメッセージを発信

◆到達目標

する際にわかりやすく伝えるにはどうし
たらいいのか。

から話を伺い，どのような技術や知識が

業界の人の話を聞くことでヒントを得

話題になっているのかを理解できるよう

て次のステップにつなぐ。この授業は，

になる。

情報社会と視覚伝達，デザインの関係を

2．社会で実務に携わっている人の話

全 15 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部

考える，その手助けとなろう。

を聞き，社会人，デザイナーとしての考
え方を理解する。

1

ガイダンス
・デザイナー研究

2

デザイナー研究
・Webデザイナー「中村勇吾」

3

デザイナー研究
・アニメ監督「宮崎駿」

4

業界研究１

5

業界研究１

6

業界研究１

7

リフレクション

8

業界研究２

9

業界研究２

10

業界研究２

11

リフレクション

12

業界研究３

13

業界研究３

14

業界研究３

15

リフレクション

グラフィックデザイナー「佐藤可士和」

応用

SALONE2008 リポート」・「グラフィッ

1．業界の最前線で活躍されている方

業界研究

新規科目

職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

い，最新技術動向の情報を研究。特に

「ユニバーサルデザインとは」
・
「MILANO

従来科目

教科書・教材等 オリジナル教材
情報デザインへ
の取り組み
大手フォントメーカによる講義

編集者３名による対談
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入門・基礎・応用

◆科目の主な内容

業界研究

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出
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第４章

界に広がり，デザイナーもコミュニケー

◆科目の概要

ションツールのひとつとして Ofﬁce を
使用できることが常識とされている。

一般的なビジネスの世界において広く
利 用 さ れ て い る Ofﬁce（Word，Excel，

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

ザーやクライアントとデザイナーの間の

ケーションツールとなっている。実務で

コミュニケーションにおいても重要な位

は，情報の分析や整理において重要な

置にある。事実上 Ofﬁce による情報交

ツールとなる。デザイナーにとってもそ

換が職種を問わず社会人に必要なスキル

れに習熟することは必須である。

となっているといえる。情報の活用上も
ツールと作業が密接に関係している。電

いても押さえながらクリエイティブワー

子媒体を基本とする作業環境上で，様々

クを補助するツールについて学ぶ。

な職務のスタッフに共通して必要な基礎

◆到達目標

となっている。
◆情報デザインとの関係

の理解と操作方法，活用方法について理

情報の整理・活用の場面でも重要なツー

解する。また，実務での活用を目指し実

ルであり，データ処理から必要情報の抽

用性のある文書，具体的な場面を想定し

出を行ったり，プランニングにおける文書

たデータ処理，プレゼンテーション資料

作成，制作時の作業管理，プレゼンテー

の作成ができるように操作方法をマス

ション等，情報デザインの領域と密接に

ターする。

関係し，デザイン業務を補助するビジネ

◆科目の主な内容

スを円滑に進める役目を果たしている。

Word，Excel，PowerPoint の 基 本 操
の特性を理解しそれぞれに対応したオ
ペレーションスキルを向上させる。ま
た，Microsoft Certified Application
Specialist の取得試験等で実力を測り，

3

・表の作成とカスタマイズ

4

・フォームの活用
・印刷

5

Excelの基本機能の確認

6

・データ入力の基礎
・基本的なワークシート編集

7

・関数を使用した計算式

8

・関数を使用した計算式

9

・セルの参照
・条件分岐（IF関数）

10

PowerPointの基本機能の確認

11

・プレゼンテーション作成
・オートシェイプ・画像や動画の挿入

12

・アニメーション効果
・スライドショー

13

ビジネス文書の書式と作成方法（Word）

14

表計算によるデータ編集（Excel）

15

プレゼンテーションの作成とプレゼンテーション（PowerPoint）

教科書・教材等

理解の深度を自己確認する。

情報デザインへ
の取り組み

◆新規科目の特徴
メールをはじめ電子媒体でのオンラ

Ofﬁce（Excel）

116

応用

作を身につけられるように，それぞれ

・オブジェクトの挿入・図表・グラフ

基礎

マーケティングやプランニングにおける

2

入門

Word，Excel，PowerPoint 各 々 の 特 性

Windowsの基本操作
Wordの基本機能，文章入力

基礎

Windows の操作など基礎の基礎につ

1

入門

アントと接する場面で重要なコミュニ

全 30 時間

基礎

ンのメインツールとなっており，ユー

Ofﬁce

新規科目

情報化時代におけるコミュニケーショ

PowerPoint）は，デザイナーがクライ

Windows の基本操作を踏まえながら，

従来科目

入門・基礎・応用 入門

インコミュニケーションがビジネスの世

Ofﬁce

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

□表現の基礎

□情報の表現と演出
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第４章

らない。

◆科目の概要

まず企画有りきで，その企画を通すた

２年間の集大成としての作品を制作

めにある程度の市場調査を行い現状を把

し，卒業制作展に展示する。各自の制作

握する。150 時間という長い時間は卒

に対する思い，技術や制作力，企画力を

業制作ならではのものである。それをき

自覚し，計画性をもって作品制作にあた

ちんと計画に沿った形で自分自身が運用

り，悔いのない作品を制作する。

できるのか。

◆到達目標

社会に出れば自ずと計画を持って時間

コンセプトメーキング，リサーチ力，

配分に気をつけ，締め切りを守らなけれ

企画力，長期計画に沿った制作力など総

ばならない。卒業制作という大きな課題

合力が必要になってくる。クライアント

の中でそれが試される。

を設定することにより，その満足度の向

観察や調査，中間の進捗状況の発表や

上が期待できる作品の提供をしなければ

下級生に向けてのプレゼンテーション，

ならない。

最終的な作品の発表等，対人コミュニ
◆情報デザインとの関係

か理解し，そのために必要であれば観察

卒業制作（企画制作）

新規科目

全 150 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

授業ガイダンス，卒業制作の課題説明
・企画，研究，新技術に体しての積極的な取り組み，その方法，運用の仕方等の説明

2

企画，研究のテーマ練り
・教員，グループでのディベートによる意見の出し合いから何かヒントを見つける

3

企画，研究のテーマ練り
・できるだけ話し合いを持ち，何ができるのか考える

4

企画チェック，ラフ制作
・担当教員による企画チェック

5

ラフと平行してパソコンによるデータ制作

6

制作

7

中間審査
・進捗状況，ここまでの成果物を教員，講師に対して発表形式で行う

8

制作

9

制作

10

制作

11

制作

12

データ提出締切
・成果物のデータ締切

13

データから物に制作
・データを元に卒業制作展に向けて作品を完成させる

14

作品の締切

15

卒業制作展に向けての作品展示ショミレーション
・実際の展示を教室を利用してシュミレーションしてみる

応用

ケーション力の問われる場面も多い。

またクライアントが何を望んでいるの

従来科目

卒業制作を円滑に進めるためには企

やアンケート調査も行い，納得するまで

画，コンセプトメーキング，情報の収集，

掘り下げて行く。
社会に出て行くということを意識して

整理，分析，表現，プレゼンテーショ

作品制作にあたる。

ン等，情報デザインの考え方が必須で

◆科目の主な内容

ある。卒業制作ではそれら全てのこと
を学べる。

卒業制作で誰をターゲットにどのよう
なコンセプトで何を制作するかというこ
とが要となる。150 時間の中で 2 年間

１年生対象に作品のプレゼンテーションを行う

気恥ずかしくて言えない気持ちの言葉をピクトグラムで表現してみました。
例えば、なかなか改まって言えない両親に。
例えば、隣にいる友達に。
例えば、お世話になった先生に。

気持ちのピクトグラム

ありがとう

がんばれ

おめでとう

素直な気持ちを相手に伝えるためのピクトグラムです。

おねがい

よろしく

おつかれ

またね

ごめんね

どうぞ

すき

人

手

記号・マーク

花言葉

教科書・教材等

漢字

ダリア

ガーベラ

ポインセチア

かすみ草

ライラック ( 葉 )

ひまわり

クローバー

ほおずき

コスモス

バラ

情報デザインへ
の取り組み
気持ちを現すピクトグラムの提案

下級生達を前に中間のプレゼンテーション
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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入門・基礎・応用

の集大成となるものを制作しなければな

卒業制作（企画制作）

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

使う人の身になり，体験を通して本当

◆科目の概要

に使いやすいものはどういう形なんだろ
うかと考えて行くことが大切である。卒

２年間の集大成としての作品を制作
し，卒業制作展に展示する。各自の制作

業制作は 150 時間という長期にわたる。

に対する思い，技術や制作力，企画力を

計画のもと上手に活用し，必要であれば

自覚し，計画性をもって作品制作にあた

リサーチや観察を行う。その結果よりペ

り，悔いのない作品を制作する。

ルソナを作り出し，他者の視点を的確に

◆到達目標

据え，情報の共有化を図る。これを作品

コンセプトメーキング，リサーチ力，

作りにつなげる。自分一人で判断をせず

企画力，長期計画に沿った制作力など総

担当の教員や他者の意見を受けブラッ

合力が必要になってくる。クライアント

シュアップを図って行く。

を設定することにより，その満足度の向

中間進捗状況の評価を行い，自分の作

上が期待できる作品の提供をしなければ

品への客観的視点を獲得して行く。最後

ならない。

は最終プレゼンテーションもこなす。

か理解し，そのために必要であれば観察

卒業制作を円滑に進めるためには企

やアンケート調査も行い，納得するまで

画，コンセプトメーキング，情報の収集，

掘り下げて行く。

整理，分析，表現，プレゼンテーション

社会に出て行くということを意識して

など情報デザインの考え方が必須であ

作品制作にあたる。

る。卒業制作ではそれら全てのことを学

◆科目の主な内容

べる。

ものを作り出すには大変な工程が必要

卒業制作（企画制作）

新規科目

全 150 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

授業ガイダンス，卒業制作の課題説明
・企画，研究，新技術に体しての積極的な取り組み，その方法，運用の仕方等の説明

2

企画，研究のテーマ練り
・教員，グループでのディベートによる意見の出し合いから何かヒントを見つける

3

企画，研究のテーマ練り
・できるだけ話し合いを持ち，何ができるのか考える

4

企画チェック，ラフ制作
・担当教員による企画チェック

5

ラフと平行してパソコンによるデータ制作

6

制作

7

中間審査
・進捗状況，ここまでの成果物を教員，講師に対して発表形式で行う

8

制作

9

制作

10

制作

11

制作

12

制作

13

データ提出締切
・成果物のデータ締切

14

データから物に作成
・データを元に卒業制作展に向けて作品を完成させる

15

作品の締切

応用

◆情報デザインとの関係

またクライアントが何を望んでいるの

従来科目

１年生対象に作品のプレゼンテーションを行う

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
会場を借りての卒業制作展

表現の媒体を Web とする
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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入門・基礎・応用

でただ作ればいいというわけではない。

卒業制作（企画制作）

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

人は何を求めているのか。人と人をつ

◆科目の概要

なぐコミュニケーションにはどのような

２年間の集大成としての作品を制作

モノがあるのか，調査，分析し，答えを

し，卒業制作展に展示する。各自の制作

導き出す。新しいコミュニケーションを

に対する思い，技術や制作力，企画力を

模索しながらそこから発展させた形で新

自覚し，計画性をもって作品制作にあた

たな提案を行う。
卒業制作は 150 時間という後期のほ

り，悔いのない作品を制作する。
◆到達目標

とんどを使って行う授業となる。研究を

コンセプトメーキング，リサーチ力，企

テーマに人とコミュニケーションという

画力，長期計画に沿った制作力など総合

視点で考える機会と捉える。

力が必要になってくる。クライアントを設

中間進捗状況の確認，下級生へのプレ

定することにより，より満足していただけ

ゼンテーション，そして最終のプレゼン

る作品の提供をしなければならない。

テーションや卒業制作展も用意されてい
る環境で，いかに独自のものが表現でき

またクライアントが何を望んでいるの

るかが鍵となる。

やアンケート調査も行い，納得するまで

◆情報デザインとの関係

卒業制作（企画制作）

新規科目

全 150 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 □映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

授業ガイダンス，卒業制作の課題説明
・企画，研究，新技術に体しての積極的な取り組み，その方法，運用の仕方等の説明

2

企画，研究のテーマ練り
・教員，グループでのディベートによる意見の出し合いから何かヒントを見つける

3

企画，研究のテーマ練り
・できるだけ話し合いを持ち，何ができるのか考える

4

企画チェック，ラフ制作
・担当教員による企画チェック

5

ラフと平行してパソコンによるデータ制作

6

制作

7

中間審査
・進捗状況，ここまでの成果物を教員，講師に対して発表形式で行う

8

制作

9

制作

10

制作

11

制作

12

制作

13

データ提出締切
・成果物のデータ締切

14

データから物に作成
・データを元に卒業制作展に向けて作品を完成させる

15

作品の締切

応用

か理解し，そのために必要であれば観察

従来科目

卒業制作を円滑に進めるためには企

掘り下げて行く。

画，コンセプトメーキング，情報の収集，

社会に出て行くということを意識して
作品制作にあたる。

整理，分析，表現，プレゼンテーショ

◆科目の主な内容

ン等，情報デザインの考え方が必須で
ある。卒業制作ではそれら全てのこと

本づくりは，成果物が比較的小振りに

を学べる。

まとまってしまう等，卒業制作でオリジ
ナルの絵本を制作するのみでは，その厚

１年生対象に作品のプレゼンテーションを行う

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
テクスチャーを大事にした絵本の制作

本の装丁デザイン
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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入門・基礎・応用

みや奥行きが不足し易い。

卒業制作（企画制作）

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

第４章

それぞれが得意とする分野で専門スキル

卒業制作（企業連携制作）
◆科目の概要
基本スキルを習得した学生を対象と
し，課題を与えられて個人制作が中心
だった学生でチームを組織する。

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

という意識を持たせる。

無いかを精査する。ギャップがある場合

の向上を目指す。企業による企画や制作

初期の段階で企画のためのコンセプ

はさらにヒアリング，マーケティングを

物の採用という目標と，クライアントの

トメーキングやマーケティング，ヒアリ

引き続き行い，両者が納得のいくまで提

ニーズに応えると言う責任を持って成果

ングの重要性を講義する。オリエンテー

案を続ける。

へ向かう。

ションを行い，その時点で検討できる問

企画が通り次第制作にとりかかる。制

チームで目標を共有し達成するまでの

題点や疑問点を洗い出し，クライアント

作運営は学生が主体で行い，関わるほと

実際に企業に協力を仰ぎ，企業タイ

プロセスとして，自分たちが何をすべき

へのヒアリングに備える。この段階で目

んどの決定権はチームリーダーを中心と

アップで各チーム 1 社のクライアント

か，またそのために何が必要かを考え行

標や問題点が曖昧なチームには，明確に

した学生が持つ。制作進行上で発生した

を持って企画制作に臨む。

動する。これにより企業に必要とされる

なるまで時間をかけて徹底的に内容を検

問題点やミスはその都度チームでミー

人間力を高め，何事にも積極的に取り組

討させていく。

ティングを行い，解決していく。

自分たちで企画・制作した作品のプ
レゼンテーションを企業担当者に対し行

む姿勢を身につけていく。

早い段階でクライアントとの打ち合わ

う。先方が求めるレベルに達していると

企画制作をはじめチームの運営に関す

せを行い，オリエンテーションの結果を

されたものを実際に採用，あるいは一定

るほとんどの決定権を学生に委ねること

ふまえてヒアリングすることで，さらに

期間継続的に運営していただく。これを

によって，決定したことに伴う責任を明

目標を明確にさせてから本格的にスター

それぞれのチームの最終目標として明示

らかにし，今後の仕事に対する意識の向

トとする。

する。

上を目標とする。

クライアントへのヒアリングを元に

◆科目の主な内容

マーケティングを行う。その結果から，

各チームが採用を目指し企画・制作
に取り組む。これにより専門スキルの向

冒頭で目標を明示し，それぞれのク

コンセプトメーキング，メディアの選択

上はもとより，チームで明確な目標に向

ライアントを割り当て，クライアントの

からスケジューリング，デザイン構成を

かうことになり，個人制作では難しいコ

ニーズを伝えた上で今後の進行方針や運

行い，その内容をクライアント側へプレ

ミュニケーション能力，チーム制作での

営を徹底的にオリエンテーション行う。

ゼンテーションする。

スケジューリングと役割分担，運営能力

チーム毎に検討することで目的の共有

経過に応じて内容に問題はないか，ク

を図り，同じゴールを目指す仲間である

ライアントのニーズとの間にギャップが

ビジュアルコンセプト検討

クライアント企業オリエンテーション

の向上をねらう。

表現コンセプトの検討

また，実際の企業をクライアントとす
ることで，企画力，プレゼンテーション，
ヒアリング，スケジュール管理の大切さ
を意識させる。同時に，社会人としての
仕事に対する責任感の自覚を促す。これ
らを目的として，実際の業務のワークフ
ローにそって進行していく実践カリキュ
ラムである。
◆到達目標
チーム内で役割分担することによって
124

コンテンツ制作

125

第４章

ンラインでの販売や予約，映像コンテン

のとし，受動的な課題ではなく自ら考え

ツの配信等，さらにコンテンツを発展さ

行動していくことがスキルにつながると

せていく構想を持つ企業もあり要望は多

いう自覚を促す。

岐にわたっている。

制作物の進捗は適宜すべてのチームの

多様化するメディアの中で，どれを

前で報告，必要に応じて学内で進捗報告

選択するかは情報デザインの重要なポイ

のプレゼンテーションを行い，他チーム

ントの一つである。その後の展開も含め

間との情報共有，意見交換を行う。その

て一つのことにとらわれることなく，大

中でプレゼンテーションについての講義

きく視野を広げコンセプトメーキングを

を行い，最終の企業プレゼンに向けて，

し，企画を提案できる人材を育てること

プレゼンテーションの質の向上を図る。

が必要となる。
◆情報デザインとの関連

講師が状況を把握し，必要に応じて技

このカリキュラムを円滑に進めるため

イン等の講義，問題提起を行うが，なる

には，オリエンテーションに始まり，企

べく学生が主体となって考えて，問題に

画，コンセプトメイキング，情報の収集，

気づき行動を起こせるように誘導してい

整理等，情報デザインの考え方が必須の

く形で進めていく。場合によっては失敗

課題となる。それを問題解決や制作の課

の経験も踏まえ，チームの状況，所属す

程で自らが気づき，講義で教えられるだ

る学生のモチベーションなど学習効果の

けではなく身をもって学ぶことで，情報

高いものを選び，技術面だけでなく人間

デザインが身につく。

性や人格の成長を重視した総合的な成長
を引き出す。
◆新規科目の特徴
実際のケースでのクライアントのニー
ズでは「継続的に内容を刷新でき顧客の
反応が数値でわかるものを」という意向
が強く見られた。結果としてすべての
チームがニーズに応えるべくメディアの
選択として Web を中心に設定し，補助
的に名刺や DM 等の販促ツールを展開

卒業制作 （企業連携制作）

新規科目

全 180 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

オリエンテーション
ブレーンストーミング

2

クライアントオリエンテーション

3

マーケティング
・マーケティング，ブランドマネジメント，メディアプランニングに関する知識

4

コンセプトメーキング
・コミュニケーション戦略，ターゲット，表現コンセプト

5

プレゼンテーション
・企画審査，承認

6

修正を踏まえたコミュニケーションと復習
・ビジュアル表現の修正，SEO対策

7

コンテンツ制作

8

コンテンツ制作

9

コンテンツ制作

応用

術の指導や情報伝達，情報の整理，デザ

従来科目

10

プレゼンテーション
・経過報告

11

コンテンツ制作

12

コンテンツ制作

13

プレゼンテーション
・品質審査，承認

14

プレゼンテーション
・クライアント採否決定

15

アフターフォロー
・クライアントとの交渉

教科書・教材等

した。

情報デザインへ
の取り組み

多くの企業が Web のインタラクティ
ブ性に関心を持っている。ゆくゆくはオ

プレゼンテーション

126

入門・基礎・応用

一連の過程でチームの団結を強固なも

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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第４章

卒業制作（総合企画制作）
◆科目の概要
最終学年までの基礎年次に専門知識や

の学科間連携や学内イベント・プロモー

理等について適度に講師陣が干渉し，最

て「問題発見力」
「実現力」
「発想力」
「段

ション活動，ボランティア活動，リサー

終的な成果物やその提示のコントロール

取り力」
「情報収集力」
「情報分析力」
「判

チ等の活用による
「大きなコミュニティ」

を行う。

断力」「表現構成力」「コミュニケーショ

構築といった形が考えられる。

◆新規科目の特徴

ン力」等がある。

◆到達目標

基礎的な技術を習得し，具体的な制作方

社会で期待される即戦力としての人間

法について学んだ学生を，講師が作為的

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

テーマの設定によるところはあるもの

これらを総合して包含し，目的として

の，
始めにメディア有りきの制作でなく，

そのスキル向上を前提としているため，

性を，グループ内のコミュニケーション

プロモーションのための効果的な媒体選

情報デザインとは一体の関係にあり，そ

チームごとに１つのコンテンツから学

を通じて高める。同時に，受講する各自

択とメディア間の連動による相乗効果を

れそのものとも言える。また，転じて情

科・分野の隔てなく，様々なメディアで

の進路等の方向性をふまえた各分野の専

目的としている。

報デザインの知を具現化した展開でもあ

のクリエイティブワークを学生が考え，

門スキルの向上を図る。

に作ったチームに分ける。

自ら制作する。最後に多数（一般・業界

グループ内で相互に影響力を発揮し，

クロスメディアな思考と実社会に即し

る。
◆授業プロセス

たマーケティングの上に企画される制作

関係者等）を前にしたプレゼンテーショ

自らが貢献できる能力を発見，向上させ

ンを行い，各チームが競い合う企画制作

る。各自の能力の相関，結集により，ひ

Web をキーワードとした消費購買行

始まる。与えられる課題ではなく自らが

の演習。

とつの大きなプロジェクトを自らが動か

動，検索（Search）や共有（Share）等

作り出し，どのようにでも変えることが

している認識を持つ。社会を構成する一

電子媒体の発達を前提とした思考が求め

できる自分のための学習であることを認

スケジュール管理。加えて高い専門分野

員であると言う自覚を育てる社会人教育

られる。また，それに即した目標の設定，

識させ，今後の活動が自主的なものとな

の知識と技術を養い，社会での「即戦力」

も目標として含む。

ターゲットユーザーの設定，プランニン

るように動機付けを行う。

を意識した総合力向上のためのプログラ

◆科目の主な内容

グ，開発を意図とした実践を伴わなけれ

コミュニケーション，チームワーク，

主たるテーマと目標を設定し提示の

ムである。
単体の授業科目としてだけでなく，こ

上，具体的なアイディアの展開は学生が

の活動を起点とした学校の魅力作りに貢

主体となり進める。チャレンジングな要

献することを目指す。具体的には，学内

素，各々の学習効果を全員が確認・認識

を目指す。

導入期は個々の目標の明確化と共有に

この学習を通じて得られる効果の説明

ばならない。

や将来の目標に対する考え方等について

◆情報デザインとの関係

講師が個々を掌握する。その上でコミュ

情報デザインの学習が求める要素とし

ニケーションに臨み，講師と生徒の信頼

し，皆が納得して臨めるところまでコ
ミュニケーションを図らせる。
例として「Web を中心としたメディ
アミックスを活用し，ターゲット・ユー
ザーを継続して巻き込むコンテンツの企
画・制作」をテーマ設定として挙げる。
指定の要素を満たし，なおかつ自らの
新しい制作経験，能力開発につながる企
画・制作に臨ませる。学生が追求する学
習レベルの妥当性やコミュニケーション
の促進，企画の実現性，対外的な品質管

プレゼンテーション
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成果発表のプレゼンテーション

コミュニケーションを主体とした進行
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果や根拠，チーム内のコミュニケーショ

チームは日常の観察からコミュニケー

ンの量・質など隅々まで指摘し「不足感」

ションが円滑でない組み合わせを意図的

を認識させ，
再度構築しなおさせる。
（失

に構成する。ゼロもしくはマイナスの状

敗体験）

態からコミュニケーションを鍛えさせ，

を中心にコミュニケーション進める。情

としてのまとまりを持たせ企画へ臨ませ

報伝達や共有，進行管理，品質管理など

る。

役割を担うことができる適材を将来の目
標を踏まえ選出する。

収集に関する知識やマーケティングに関

多くの時間をコミュニケーションに

する講義を織り交ぜ，必要な段階に必要

割き，複合的な要求に対する企画の検討

な情報デザインの知識を提供していく。

を進める。企画内容により外部のクライ

これにより単体の授業科目より理解の浸

アントが発生する場面でも積極的にミー

透力を高め，体験的な経験を伴う学習を

ティングに臨み，必要に応じユーザーの

位置づける。

ニーズ調査等リサーチを行うほか，実装
した機能のデバッグなど企画実現までを

時は可能性を否定せず，生徒の思考の認

とことん追求する。

識とコミュニケーションの経緯，チーム

期間の節目に承認，進捗報告のための

内での影響力の把握に重きを置いて進め

プレゼンテーションを行い発表のスキル

る。

向，企画書の作成等，
定期的にアウトプッ

承認プレゼンテーションにおいては実

トを作成していく。

現性，理想と現実のシビアさ，企画の効

全 270 時間

業種：■デザイン ■広告制作 ■広告代理店 ■出版・編集 ■インターネット付随 ■映画・放送 ■企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 ■プログラマ

1

オリエンテーション
・ブレーンストーミング

2

マーケティング
・マーケティング，ブランドマネジメント，メディアプランニングに関する知識

3

プロジェクトマネジメントに関する知識
・タイム，コスト，リスク

4

コンセプトメーキング
・コミュニケーション戦略，ターゲット，表現コンセプト

5

プレゼンテーション
・企画審査，承認

6

修正を踏まえたコミュニケーション
・コンセプト，スケジュール，表現

7

コンテンツ制作

8

コンテンツ制作

9

コンテンツ制作

応用

企画の承認段階において，初回企画

卒業制作（総合企画制作）

新規科目

グループ内のリードは学生のリーダー

ブレーンストーミングから徐々にチーム

コンセプトメーキングの段階では情報

従来科目

10

プレゼンテーション
・経過報告

11

コンテンツ制作

12

コンテンツ制作

13

コンテンツ制作

14

プレゼンテーション
・品質承認，校内発表会

15

プレゼンテーション

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
リーダーがコミュニケーションをリードする

中間報告のプレゼンテーション
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入門・基礎・応用

関係を築いた上でスタートする。

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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や必要性を学ぶ。現代社会においてデザ

卒業制作（2DCG）

インがもたらす影響を考察し，より良い

◆科目の概要

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

◆科目の主な内容

で行った手法からの発展・応用が望まし

日常生活を通して感じたことをきっか

い。

社会のためへのテーマ設定（問題発見）

けに，情報の収集・分析を行い，問題点

学習の総仕上げとなる作品に相応しい

学習の総仕上げとして「卒業制作」が

ができる。またそのテーマに基づいた制

を挙げる。
（環境問題，人権問題，販売

クオリティとボリュームを求める。完成

ある。原則として卒業年次の後期末に作

作物により問題を解決することができた

減退，企業イメージの不統一，新規開店

した作品を元に B2 サイズ程度のコンセ

品の提出を行い指導教員からの審査をう

り，解決への糸口を見つけ出すことがで

のための販促物等）

ける。未提出の者は他の単位が充足して

きる。

問題を解決に導くツールを卒業制作と
して，ビジュアライズする。クライアン

いても卒業することはできない。
それまでに学習した知識を活用し，各

トは問題を抱えている企業，あるいは関

自テーマを選出する。そのテーマに関す

係が深い団体に設定。

る課題や解決方法を，然るべき時間をか

各自が設定したクライアントにプレゼ
ンテーションするための企画書を提出す

け，制作物を通して表現する。

る。クライアント役の教員から審査判定

通常の授業課目では与えられた課題に

を受けて制作にとりかかる。

ついての取り組みとなる。しかし，卒業
制作においては自らがテーマを選出する

制作の様子

作品とプレゼンボードを展示

実在する企業や団体を扱う場合には原

ことから，課題取り組みについて明示的

則として卒業制作の趣旨を学生本人が申

に自主性を求められる。これは，個人と

請し，許可を得る必要がある。実在する

しての責任を伴うことでもある。

企業や団体をモデルに各自で設定しても
よい。

生活を通して感じたことをきっかけに
し，情報の収集・分析を行い，浮き彫り

2D（Flash 等）によるアニメーション

になった問題点を挙げ，問題解決への糸

制作，CG による広告・ポスター制作，

口を見つけ出すための方法を探る。

オリジナル企画雑誌，CI 計画に基づい

◆到達目標

たオリジナルグッズ等，それまでの授業

学生作品：国内旅行活性化のための宣伝ツール

学生作品：オリジナルムービー
（2DCG）3 分 50 秒

学生作品：新規オープン店舗ブランディング

クライアントを設定することで，お客

中間発表の様子

様の立場となり制作物を作ることの意味

情報収集・情報分析を行う学生

企画検討
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きっかけになろう。受身で学ぶのではな

レゼンテーションに望む。

く経験を通して情報デザインを身につけ

長期に渡る作業，クライアントとの折

ることが重要である。

衝を通して，人間的にも，精神的にも自

従来科目

卒業制作（2DCG）

新規科目

全 300 時間

業種：■デザイン ■広告制作 □広告代理店 ■出版・編集 □インターネット付随 □映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

立した自発性のある人物へ成長すること
をねらう。
◆情報デザインとの関係
自らクライアントを設定し企画をまと
める作業では，社会情勢に目を向けずに
テーマを選ぶことは困難である。作品を
制作するにあたり，自己満足に終わらず，
他人に満足してもらうことを念頭におか
なければならない。

1

オリエンテーション
情報収集

2

クライアント選出
企画書作成
企画プレゼンテーション

3

制作

4

制作

5

制作

6

制作

7

中間発表
・中間審査

8

制作

9

制作

10

制作

11

制作

12

制作

13

制作

14

制作

15

卒業制作発表
・講評（卒業判定）

入門・基礎・応用

プトボードを作成し，最後の完成発表プ

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

学生作品： オリジナル CD ジャケット
ブックレット 8 ページ，ケース

まずは，自分を取り巻く環境から考察
し，さらには一歩踏み出して物事を捉え
を選別する力を身につける必要がある。

応用

る。溢れ返った情報の中から必要なもの
常日頃からアンテナを張らなければ見え
ないことは多い。この卒業制作が自らの
生活の一部に情報デザインを取り入れる

学生作品：森林問題についての公共広告

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
学生作品：宣伝ポスターとプレゼンボード

卒業制作デザイン展の様子
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■情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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卒業制作（3DCG）
◆科目の概要

換えができる。また，共同作業によって

めに応えた制作という考え方を学ぶ。

うルールを設けることで，意見集約やコ

自分の役割や責任感を学ぶとともに，伝

◆科目の主な内容

ミュニケーション力の発達を促す）

達の大切さ（報告，連絡，相談）を意識
できる。

学習の総仕上げとして「卒業制作」が

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

3DCG 技術を使用しなければ表現でき

制作中はメンバー同士で随時報告を行

ない作品の完成が目標であることを冒頭

うとともに，リーダーはメンバーのスケ

ある。原則として卒業年次の後期末に作

長期にわたる作業の中で，一定規模の

で説明する。内容はオリジナルアニメー

ジューリングを行いながら，必要な軌道

品の提出を行い指導教員からの審査をう

作品制作または研究活動を体験する。こ

ションの企画・制作及び，プロダクトデ

修正を行う。

ける。未提出の者は他の単位が充足して

れにより将来の業務に生かせる問題解決

ザイン・ビジュアライゼーションとする。

前期末に中間発表プレゼンテーション

いても卒業することはできない。今まで

能力や，実行力を身に付け，前期末と完

始めに，最大人数を３名としたチーム

を実施する。現在の作業状況の把握や，

に学習した知識を生かし，各自テーマを

成後に各 1 回，進捗報告及び成果を発

編成を行う。
作ろうとする作品に対して，

他のチームの状況と比較することで自分

選出し時間をかけてテーマに関する課題

表する。

同意見，必要なスキルを持ったクラスメ

達の相対的な現状を認識する。担当教員

プレゼンテーションを行うことによ

イトを探す（人選）ことから始まり，チー

だけでなく，関係教員も講評することで，

それまでの個人制作から，チーム制作

り，他のグループに刺激を与え，あわせ

ムになるメリットや自分の考えをプレゼ

作品のクオリティアップにつなげる。

へ移行し，マーケティング・企画・制作・

て相乗効果を狙う。これらの作業を通し

ンテーションすることで，相手の同意を

後期に入ると企画立ち上げの際には

演出・編集等，映像制作に必要な過程を

て，自己流の考え方だけでなく，他の思

得る。決定後はチーム内での役割分担に

出てこなかった問題点（自己スキルの不

一貫して実践する。

考にふれる機会が増える。独りよがりな

移り，
進行・スケジューリングを司るリー

足や無理なスケジューリング等）が浮き

作品作りから脱却し，クライアントの求

ダーを決定し，個人では制作困難な新し

彫りになる。リーダーが中心となり随時

解決を制作物により表現する。

チーム編成後，役割分担を決定。その
後メンバーでマーケティングを行い，ク

い，もしくは難しい内容にチャレンジす

ライアント（年齢・性別・業態）やコン

ることを意識し，クライアント及びコン

セプト等を決定し，制作にとりかかる。

セプトの考案に入る。

この過程において，個人制作では経験す

担当教員がクライアントとなり，提

ることのできない，コミュニケーション

示された企画書を検討する。クライアン

能力・チーム内でのスケジューリング，

トの了解を得られたチームから制作に取

及び管理能力等を伸ばすことができる。

り掛かる。
（工期中クライアントと話を
することができるのはリーダーのみとい

加えて，集団（チーム）という会社組織
を疑似体験することで，就職後の自分の

マーケティング作業

中間発表

姿をシミュレーションすることが可能と
なり，就職活動へのモチベーションを高
めることができる。
◆到達目標
クライアントを設定することで，お客
様の気持ちになり制作物を作ることの大
切さを学ぶと同時に，学校は自分のため・
社会は人のため，というように思考の切

チーム編成の検討
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チームに別れてのコンテンツ制作

卒業制作発表
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を選り分ける能力を養う。また，各々が

イメージボード・絵コンテ・ビデオコ

自らを「集団の中の自分」として捉える

ンテを参考に 3DCG 制作をレンダリン

ことで，持てる力の相乗効果を期待する

グ課程まで終了したチームから，編集・

ことができる。

コンポジションに入る。この課程で改善

これらは現実社会において必須であ

した方が良い箇所があれば積極的に修正

り，学生時代にシミュレーションしてお

を行い，作品の完成度を高める。

くことで，学校と社会とのギャップを埋

完成した作品を元に B2 サイズ程度の

め，情報をデザインするということの意

コンセプトボードを作成し，最後の完成

味を知ることができる。

発表プレゼンテーションに望む。
長期に渡る作業，クライアントとの折
衝を通して，人間的にも，精神的にも自
立した自発性のある人物へ成長すること
をねらう。
◆情報デザインとの関係
込むことや，ふとしたことで妙案を思い

卒業制作（3DCG）

新規科目

全 300 時間

業種：■デザイン □広告制作 □広告代理店 □出版・編集 □インターネット付随 ■映画・放送 □企業の広告宣伝部
職種：■企画・ディレクター ■デザイナ ■制作 □プログラマ

1

情報収集
資料作成

2

テーマ選出
企画書作成
タイムスケジュール作成（計画等をプレゼンテーション）

3

制作

4

制作

5

制作

6

制作

7

中間発表
・中間審査

8

制作

9

制作

10

制作

11

制作

12

制作

13

制作

14

制作

15

卒業制作発表
・講評（卒業判定）

応用

情報が溢れる現在，多くの情報を取り

従来科目

つくことは簡単であるが，入力されたア
イデアを実際に表現する機会は少ない。
「卒業制作」として実際の仕事現場に
近いチームでの制作を通し，アイデアの
発想法（ディスカッション・ブレインス
トーミング・連想法等）を身に付ける。
同時に，多くの情報から真に必要なもの

教科書・教材等
情報デザインへ
の取り組み
完成作品（ビジュアライゼーション）

完成作品（アニメーション）
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入門・基礎・応用

ミーティングを行い解決していく。

指導手引き３（グラフィックデザイン関連学科の教科目と参考シラバス）

□情報デザインの基礎

■問題発見と企画

■情報収集と解釈

■情報の構造化と編集

■表現の基礎

■情報の表現と演出
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