
2013年度卒業制作

「乱波」
ぴあフィルムフェスティバルアワード2014／準グランプリ

中島 悠喜 現在、神風動画所属

KLab Creative Fes’15／2位通過
2014年度卒業制作

「ゆめみるシロ」
武中 敬吾
現在、ufotable所属

野本 有紀
現在、東映アニメーション所属

2008年度卒業 アニメーション作家、イラストレーター 植草 航
フジテレビ ノイタミナ「パンチライン」エンディング

東京藝大学院修了。修了制作「やさしいマーチ」が第15回文化庁メディア芸術
祭アニメーション部門新人賞受賞。sasakure.UK3rdアルバム「トンデモ未来空
奏図」初回特典漫画＋MVイラスト制作、第40回「日本賞」ポスターイラスト制作、
カラスは真っ白「fake!fake!」「HIMITSUスパーク」MVディレクターほか多数。

©パンチライン製作委員会

卒業制作から
はばたけ！

アニメーション デジタルスタジオ 1／2

4Kプロジェクター／11.1chサウンドシステム完備
Muybridge シアター

アニメーション 撮影スタジオ

■今までの就職先　株式会社スタジオジブリ　株式会社サンライズ　東映アニメーション株式会社
　　　　　　　　　株式会社マッドハウス　株式会社京都アニメーション　株式会社プロダクション・アイジー　ほか

2014年から3、4年生、大学院でリニューアルスタートした中野キャンパスに、2019年からは1、2年生も集結！
活動的な都心にアニメーションの制作と研究に不可欠な最新鋭の充実した機材や施設、環境がそろっています。

2019年、中野キャンパスに芸術学部集結!!

2006年度の第1期生以来、卒業生の様々な活躍は多方面から大注目!!

　
アニメーション サウンドスタジオ

NAKANO 中野キャンパス
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お問い合わせフリーダイヤル　0120-12-5246（広報課）
［1～4年生、大学院］中野キャンパス　〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5

日本最初で
アニメーションについて、制作と研究、両方から専門的に学びます。その内容は、動画、美術背

景、演出、立体アニメーション、3DCG、映像編集などの技術から、アニメーションの原理原則

やアニメーションの歴史など、アニメーションとその周辺領域にも広く及びます。卒業にあ

たっては作品制作と研究論文のいずれかを、４年間の集大成として完成させます。芸術的

な自己表現を追及したい人にも、商業アニメの現場を目指す人にも、研究を深めたい人にも

ぴったり！ここには学ぶ面白さ、作る楽しさ、動かす喜びがいっぱいです。

にできたアニメーション学科です。
アニメーションについて、制作と研究、両方から専門的に学びます。その内容は、動画、美術背

景、演出、立体アニメーション、3DCG、映像編集などの技術から、アニメーションの原理原則

やアニメーションの歴史など、アニメーションとその周辺領域にも広く及びます。卒業にあ

たっては作品制作と研究論文のいずれかを、４年間の集大成として完成させます。芸術的

な自己表現を追及したい人にも、商業アニメの現場を目指す人にも、研究を深めたい人にも

ぴったり！ここには学ぶ面白さ、作る楽しさ、動かす喜びがいっぱいです。

にできた日本最初で
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最新の身近な情報は”KOUGEI PEOPLE”アニメーション学科ブログへ！



アニメーションに必要な制作技術を学ぶⅢ
「動画」「背景」
更に専門的かつ実践的な実習を行います。

制作
様々な教員が指導するゼミに参加し、これまでに培った表現能力を作品、制作
の中で発揮していきます。

研究
ゼミの研究発表に取り組むことで、自分のテーマで考え、まとめる作業を
実践します。

卒業制作
１年かけて個人、またはグループでの卒業制作に邁進します。

卒業論文
１年かけて、卒業論文を執筆します。

卒業・修了制作展　芸術学部全学科の卒業・修了制作、論文が集結して毎年2月に開催されています。アニメーション学科では最新鋭
の上映システムでの作品上映や展示など、集大成として発表を行っています。

アニメーションマッピング　木造校舎や倉の白壁、路上に映像を映し出す”プロジェクションマッピング”です。ゼミ活動の一環とし
て、岡山県真庭市勝山の町並み保存地区で夏に行われる『勝山映像フェスティバル』にて発表を行っています。

より専門的なスキルを学ぶ
「演出」「立体造形」「3DCG」
「サウンド」「映像編集」
専門的かつ高度なスキルを学習します。

領域研究　様々な方面からゲスト講師をお招きし、将来の可能性
を探ります。シンガーソングライターHARCO氏／アニメーション作家古川タク氏

学内ギャラリースペースを利用しての企画展も年間を通じて行わ
れています。

背景

ゼミ

演出サウンド 映像編集

ゼミ展ゼミ展ゼミ

● 制作

● ゼミ

● 卒業研究

アニメーションに必要な制作技術を学ぶⅢ

１年かけて個人、またはグループでの卒業制作に邁進します。

４年生４年生３年生３年生

アニメーションに必要な制作技術を学ぶⅠ
「制作論」「動画」
アニメーションを構築したり、描いたりするための基礎を学習します。

アニメーションに必要な制作技術を学ぶⅡ
「動画」「背景」
より専門的な実習を学習します。

アニメーションに必要な表現の基礎を学ぶⅠ
「デッサン」「デザイン」「撮影」
基礎的な造形力や表現力を学習します。

アニメーションに必要な表現の基礎を学ぶⅡ
「演出」「デッサン」「デザイン」「立体造形」「3DCG」
それぞれの造形力や表現力を高めます。

アニメーション表現の基礎を学ぶⅠ
アニメーションの原理や動きの基礎を学習します。

アニメーション表現の基礎を学ぶⅡ
リズムにのせたアニメーション作りを通して、動きの楽しさを学びます。

コンピュータの基礎を学ぶⅠ
アニメーション制作に必要なコンピュータのスキルを身につけます。

コンピュータの基礎を学ぶⅡ
より高度なコンピュータのスキルと、グループワークによるコミュニケーション
を身につけます。

「研究活動」をするための基礎体力をつける
テーマの設定・資料収集と分析方法、発表についての基礎を体験します。

アニメーションの概論を学ぶ
アニメーション映像の仕組みと、原理原則を学びます。

アニメーションの歴史を学ぶⅠ
国内外のアニメーションについて、歴史的に学びます。

動画デザイン

デッサン 背景

動画 デッサン アニメーション表現の基礎
を学ぶ Ⅱ

アニメーションの歴史を
学ぶ Ⅱ

コンピュータの基礎を学ぶⅡ

コンピュータの基礎を学ぶⅠ

コンピュータの基礎を学ぶⅠアニメーション表現の基礎
を学ぶ Ⅰ

立体造形 3DCG

アニメーション表現の基礎
を学ぶ Ⅰ

アニメーション表現の基礎
を学ぶ Ⅰ

「研究活動」をするための基礎体力をつける
テーマの設定・資料収集と分析方法、発表についての基礎を体験します。

アニメーションの概論を学ぶ

アニメーションの歴史を学ぶⅠ
国内外のアニメーションについて、歴史的に学びます。

● 制作 ● 制作

● 研究 ● 研究

● 講義 ● 講義● 講義

「研究」を進める応用力をつける
テーマの見つけ方、調査報告の方法、プレゼンテーションから論文執筆
までの応用力を身につけます。

アニメーションの歴史を学ぶⅡ
日本及び、世界各国のアニメーションについて、更に知識の幅を広げます。

「研究活動」をするための基礎体力をつける
テーマの設定・資料収集と分析方法、発表についての基礎を体験します。

● 研究

● 講義● 講義● 講義● 講義● 講義● 講義

２年生２年生１年生１年生



湯川 信子（ノコゆかわ） (演出・作画)
 ふるさと再生日本の昔ばなし「舌きりすずめ」

©（株)トマソン、（株）博報堂、テレビ東京

渡辺 由美 (美術背景)
 ふるさと再生日本の昔ばなし「鵜戸さん参り」

©（株)トマソン、（株）博報堂、テレビ東京

本郷 みつる (監督)
「クレヨンしんちゃん」

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

©つくみず・新潮社
／「少女終末旅行」製作委員会

菱川パトリシア (3Dデイレクター)
「少女週末旅行」

©さくらプロダクション / 日本アニメーション

才田 俊次 (原画、作画監督)
「ちびまる子ちゃん」

「まんが日本昔ばなし」「トントンあったとにいがたの昔ばなし」
（演出・作画・美術など）。日本アニメーション学会会員。

三善 和彦 !"#$%&"'()*+&",$

教授 アニメーション演出、イラストレーション
「クレヨンしんちゃん」「キョロちゃん」「毎日かあさん」等。近年は
「モンスターハンターストーリーズ RIDE ON」で監督を務める。 

本郷 みつる -$./$'!"0%+1+

教授 アニメーション監督、演出

約20年間TV放送された「まんが日本昔ばなし」の美術背景を多
数担当。2003年からはTV「アンパンマン」の背景スタッフに。

渡辺 由美 2)0).)34'5+6"　　　　　　
教授 アニメーション美術背景、イラストレーション

多摩美術大学GD研究室助手を経て現職。日本アニメーション協会
事務局長、広島国際アニメーションフェスティバル実行委員。

山中 幸生 5)6).),)'5+,"$

准教授 アニメーション、イラストレーション、デザイン

多摩美術大学卒業。制作会社を経て06年度より本学科勤務。
CM、PVの映像、背景デザイン、CDジャケットイラスト等制作。

小栁 貴衛 ($#).)/"'7),)4

助教 アニメーション、イラストレーション、ワークショップ
コンピレーションＣＤ「Mosh Pit On Disney / V.A.」Tr23(録音・
ミックス)、ＢＳＳ山陰放送「ラッテちゃん ダンス」（編曲）など。

橋本 裕充 -)%&"6$0$'-"1$6"0%+

助教 音楽、作・編曲、録音

「世界と日本のアニメーションベスト150」（監修）、「ユーロアニメ
ーション」（共編）、「アメリカアニメーション全史」（監訳）。

権藤 俊司 8$.9$':&+.;"

准教授 アニメーション史研究

「COCOLORS」、「GARM WARS The Last Druid」、「イノセ
ンス」(システム構築、企画協力)など。

城戸 孝夫 ("9$'7),)$

准教授 企画立案、システムプロデューサー

子どものための文学と文化、アニメーションの理論と歴史につい
て研究。日本アニメーション学会、日本児童文学学会会員。

陶山 恵 :+#)6)'(4"

准教授 児童文化・文学、アニメーション研究

NHKプチプチアニメ「ぶーばーがー」、映画「ドラえもん」2005、07～
09（オープニング）、TV「毎日かあさん」（オープニング、サブタイトル）。

木船 園子 ("<+.4':$.$,$

教授 アニメーション作家（IKIF）、CGディレクター

「鬼」（監督、アニメーション）、NHKみんなのうた「いらっしゃい」
（監督、アニメーション）。日本アニメーション協会理事。

細川 晋 -$%$,)=)':&".

助教 映像作家、立体アニメーション

奥村 優子 (演出)
「がんばれ！ ルルロロ」

©BANDAI／ルルロロプロジェクト

権藤 俊司 (監訳)
「アメリカ
アニメーション全史」

楽工社

教員の関わった作品・書籍

©ＣＡＰＣＯＭ／ＭＨＳ製作委員会

本郷 みつる (監督)、
奥村 優子 (CGディレクター)
「モンスターハンター
  ストーリーズ RIDE ON」



オムニバス作品「月影のマボロシ」脚本監督。ndjc2013作品「世
田谷区, 39丁目」脚本監督。他ミュージック・ビデオの監督等。

山下 征志 Yamashita Masashi 映画監督

「ＴＶアニメ25年史」「劇場アニメ75年史」「富野由悠季全仕事」（編
著）、「前略、押井守様。」「タツノコインサイダーズ」（編著、著書）など。

原口 正宏 Haraguchi Masahiroアニメーション史研究

旧電通映画社入社、現在電通テック所属。「イベント・展示映像事
典」編集・執筆。日本映像学会、日本アニメーション学会会員。

仲村 浩 Nakamura Hiroshi 広告メディア・映像などの研究

TV、劇場用、CMアニメーション制作を経て、プラネタリウム番組
の映像制作に従事。「まんが日本昔ばなし」（脚本、演出、原画他）。

塚田 洋子 Tsukada Youko イラストレーター
アニメーター

多摩美大GD学科卒。映像制作会社、同大GD研究室勤務を経て
現在はフリーのコンポーザー。音楽CD「soul anonymous」等。

横山 永之介 Yokoyama Einosuke メディアアート
現代音楽

2006年より「画像処理テクニックセミナー」を毎月開催中。主著
「海津宜則 Photoshop Graphic Technique」他。

海津 ヨシノリ Kaizu Yoshinoriグラフィックデザイナーイラストレーター

「メトロポリス」(3ＤＣＧＩ)、「ジパング」(3Ｄ監督)、「南の島の小さ
な飛行機バーディー」(3Ｄ監督)。

馬場 就大 Baba Naruhiro 3DCGアニメーター

TVアニメ「鬼灯の冷徹」（3D監督）。
佐藤 敦 Satou Atsushi デジタルアーティスト

多摩美術大学卒。イメージフォーラムやアニメーション80他にて作
品発表。最近iPadのカメラアプリで写真の新たな可能性を模索中。

峰岸 恵一 Minegishi Keiichi 写真、ビデオ
Webデザイン企画

映画「BAYONETTA Bloody Fate」、「イノセンス」(3DCG)、
TVアニメ「少女週末旅行」(3Dディレクター)。

菱川パトリシアPatricia Hishikawa CGディレクターグラフィックデザイナー

ふるさと再生日本の昔話「さるかに合戦」「舌きりすずめ」演出・作画。
ひらけポンキッキ「かいじゅうの歌」演出・作画・美術など。

湯川 信子 Yukawa Nobuko アニメーター

東京工芸大卒、東京藝大院修了。監督作品「MAZE KING」、「Jun
gleTaxi」が世界4大国際アニメーション映画祭などで上映及び受賞。

キム ハケン Kim Hakhyun アニメーション作家

子どもの文学の誕生期を中心に研究。「昔話」「おとぎ話」「童
話」「紙芝居」など。日本児童文学学会会員。絵本学会会員。

中川 理恵子 Nakagawa Rieko 日本児童文学研究
児童文化研究

ＨＡＬ－ＡＲＴ代表・講師兼任。アニメ「はいたい七葉」「みりたり」
「だんちがい」、ゲーム「うたわれるもの」美術監督など担当。

田代 一志 Tashiro Kazushi 背景美術
（アニメ、ゲーム他）

マンガ文化のアーカイブが専門。文化庁メディア芸術データベー
スに協力。著書『「コマ」から「フィルム」へ』(NTT出版)他。

秋田 孝宏 Akita Takahiro   マンガ文化研究

オープロダクション所属。「セロ弾きのゴーシュ」（キャラデザイン、作画監督）、
「アルプスの少女ハイジ」（原画）、「ちびまる子ちゃん」（原画、作画監督）。 

才田 俊次 Saida Toshitsugu　元教授 アニメーター

著書に『「アニメ評論家」宣言』『チャンネルはいつもアニメ』。
構成に『ガンダムの家族論』（富野由悠季著）など。

藤津 亮太 Fujitsu Ryota アニメ評論家

「がんばれルルロロ」（演出）、映画「ドラえもん」2007～11、NHK「キングダム」
（3DCG監督）、「モンスターハンターストーリーズ RIDE ON」（CGディレクター）。

奥村 優子 Okumura Yuko 3DCGIディレクター

東映動画（現・東映アニメーション）をはじめとした戦後日本のアニメーシ
ョン産業史を研究。近著を『ユリイカ』臨時増刊号「高畑勲の世界」に掲載。

木村 智哉 Kimura Tomoya アニメーション史研究

押井守監督「イノセンス」（３DCG）、映画「ドラえもん」2006～09（３DCG
スーパーバイザー）、TV「毎日かあさん」（オープニング、サブタイトル）。

木船 徳光 Kifune Tokumitsuアニメーション作家（IKIF）CGディレクター

「ギブソン心理学の核心」、「現代心理学への招待」。日本心理
学会会員、日本基礎心理学会会員。

小松 英海 Komatsu Hidemi アニメーション心理学

「ギブソン心理学の核心」、「現代心理学への招待」。日本心理
学会会員、日本基礎心理学会会員。

小松 英海 Komatsu Hidemi アニメーション心理学

非常勤講師




