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生徒様の興味・関心に合わせてご希望の授業内容を選ぶ際にご参照ください。
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社会を支える技術を知る

メディア芸術の世界を知る

作品を作る・表現する

デザインの世界を知る
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映像学科では、映像演出、脚本、撮影･録音・編集、演技など、映像制作に関わる幅広い領域をゼロから学び
始め、理論と実践の両面で段階的に深化させて行きます。卒業後には、映画やTV、CM、CG制作などの映像
業界での活躍が期待できます。出前授業では、制作のプロと研究家とで構成された教授陣が、映像の楽しさ
をお伝えします。

100年に及ぶ写真教育の伝統と実績をベースに、デジタルのみならずアナログも含めて、写真表現の土台
となる基礎教育から正統的に学べるカリキュラムを用意しています。指導陣には現役の制作者が多数在籍。
さらに国内外の著名な写真家、撮影以外の写真の実務者を招いての特別講義も頻繁に開講しています。撮
影関連はもちろん、写真を扱う様々な仕事にも対応できる学生の育成を目指しています。

1、2年次

4



映像学科では、映像演出、脚本、撮影･録音・編集、演技など、映像制作に関わる幅広い領域をゼロから学び
始め、理論と実践の両面で段階的に深化させて行きます。卒業後には、映画やTV、CM、CG制作などの映像
業界での活躍が期待できます。出前授業では、制作のプロと研究家とで構成された教授陣が、映像の楽しさ
をお伝えします。

100年に及ぶ写真教育の伝統と実績をベースに、デジタルのみならずアナログも含めて、写真表現の土台
となる基礎教育から正統的に学べるカリキュラムを用意しています。指導陣には現役の制作者が多数在籍。
さらに国内外の著名な写真家、撮影以外の写真の実務者を招いての特別講義も頻繁に開講しています。撮
影関連はもちろん、写真を扱う様々な仕事にも対応できる学生の育成を目指しています。

1、2年次

芸　術

領　域

FAXシートでのお申込は、ご希望のタイトルに該当する、CAから始まる講座番号を記入してください。

CA-001
大学で写真を学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：写真学科教員

CA-002
大学で映像を学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：映像学科 大津はつね、百束朋浩

CA-004
大学でメディアアートを学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：インタラクティブメディア学科教員

CA-003
大学でデザインを学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：デザイン学科教員

CA-005
大学でアニメーションを学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：アニメーション学科教員

CA-006
大学でゲームを学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：ゲーム学科教員

CA-007
大学でマンガを学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

担当：マンガ学科 おぎのひとし

芸術学部教員による分野・系統／キャリア講座（学問・職業理解）
講座タイトル：大学で○○○を学ぶこと、そしてそれを仕事にすること

・学生生活の4年間で学ぶこと、身につけられることについて
・授業、実習、ゼミ
・卒業後の進路と就職
・関連業界と社会の今と可能性について
・仕事の内容と適正、やりがい、厳しさについて
・高校生のうちに準備しておくべきことについて

講義内容（各分野共通）
・パソコン接続のプロジェクター
・スクリーン及び映写に適した設備や環境

必要備品（各分野共通）

実施時間（各分野共通）
・30分以上（要相談）
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CB

CB

C

CB

CB

LP-003 C

写真撮影の基本のひとつに人物撮影があります。そのな

かでもポートレイトは「かなめ」といっていいでしょう。簡

単なテクニックを用いるだけで、写真は大きくかわりま

す。どうやって表情を引き出すのか、あるいは光を読むの

か。まずは一緒に体験してみましょう。

表情豊かなポートレイトってどうやって撮るの？
小林 紀晴 Kisei Kobayashi
写真制作 , 文筆

→パソコン接続のプロジェクター、スクリーンおよび映写に適した設備や環境。
　標準レンズ（ズームレンズ可）がついたデジタル一眼レフカメラ数台。

LP-004

LP-005 WP-001

WP-002

DB B

CB

写真を写すことは日常の一部ですが、ほんの少し基本を

覚えているだけで、面白さが増します。ちょっと良い写真

が撮れると良い写真が知りたくなります。アートやコミュ

ニケーションとして写真を捉えてみましょう。面白さが無

限にに拡がります。

「きほんのき」写真の面白さ－基礎から名作まで－

田中 仁 Jin Tanaka
写真制作 , 写真教育 , 写真家研究

→パソコン接続のプロジェクター、スクリーン及び映写に適した設備や環境。

WP-003

構図（フレーミング・アングル）と光（ライティング）に重点

を置き、人物撮影の基本を学びます。基礎を身に付けるこ

とにより、ただ撮影するのではなく、作者の意図を込めて

撮影することを目指します。

「人物撮影のいろは」構図と光の選択
勝倉 崚太 Ryota Katsukura
写真制作

→パソコン接続のプロジェクター、スクリーンおよび映写に適した設備や環境、
デジタル一眼レフカメラ。
　施設がない場合は本学の施設を使用してのワークショップも可。

WP-004 C

この授業では「Instagram」を使用して、写真の構図や光

といった写真の基礎や、写真と文章（作品のタイトル・ハッ

シュタグ）の関係性について学びます。日常生活の中で、

ちょっとしたことに気を使うだけで見えて来る、新しい景

色を一緒に探しましょう。

「Instagram」で学ぶ写真の基礎
川島 崇志 Takashi Kawashima
写真制作

→パソコン接続のプロジェクター、スクリーン及び映写に適した設備や環境。
カメラ機能のついている携帯電話、もしくはデジタルカメラ。
　施設がない場合は本学の施設を使用してのワークショップも可。

A
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A

→ブルーレイもしくはDVDの再生が可能な教室。

→ブルーレイもしくはDVDの再生機、モニター。

→プロジェクター、ブルーレイもしくはDVD等映像機材の再生が可能な教室・実習室。

→前期は月・土曜日、後期は火・土曜日開講可。
プロジェクター、ブルーレイもしくはDVD再生が可能な教室。

→土曜日のみ開講可。ブルーレイもしくはDVD再生が可能な教室・実習室。
→暗幕のある部屋、プロジェクター、スクリーン等
ブルーレイもしくはDVD再生が可能な教室。

CB

BA
LI-006

BA

CB

LI-007

CB

B

B

LI-005

CB

※2018年度は休講
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DC

DC

DC

DA

社会に笑顔を生み出すデザイン－ソーシャルデザインの広がり－

環境問題、人種差別など世界には多くの社会問題があり
ます。デザインでそれを解決する活動が世界的に広がっ
ています。講師自身がユニセフと行った被災地支援活動
や美術の教科書にも紹介されたプロジェクトなどを紹介
しながら、ソーシャルデザインの魅力をわかりやすく説
明します。

DC

DB DC
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DC
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DA DA

DA

グラフィックデザインの仕事の中には、企業のロゴマーク

を作るブランディングや、コンビニなどで販売される商品

のパッケージ、道や建物など様々な場所に設置されている

誘導案内の看板など、色々なものを作ります。

その多岐に渡るデザインを事例を基に紹介していきます。

身近に存在するグラフィックデザインを知る
木住野 彰悟 Shogo Kishino
グラフィックデザイン・サインデザイン

→必要備品：パソコンに接続できるプロジェクター、スクリーン投影のできる環境

年齢別の顔の描き方などの実演を通して、大学での学び

をご紹介します。また、絵が上手いとはなにか、絵を仕事

にするとはなにかというレクチャーを行うことで、イラスト

レーションとファインアートの差を知ってもらえればと

思っております。

イラストレーションとファインアート
遠藤 拓人 Takuto Endo
イラストレーション

→必要備品：ホワイトボードまたは黒板

LD-013 D

テクノロジーやメディアの進化が著しい中で今時ポス

ター？と思われるかもしれませんが、今まさに失われかけ

ているものが、次の次ぐらいの時代の新しい価値となる

可能性を秘めています。若いみなさんにこそ、あえてオー

ルドメディアであるポスターに触れて欲しいと思います。

ふるくてあたらしいポスター
ゑ藤 隆弘 Takahiro Eto
グラフィックデザイン・ビジュアルアイデンティティ

→プロジェクター等の設備。ポスター鑑賞用の広い床面（体育館）。

A LD-014 D

「アート」は常にその時代の影響を受けながら変容してい

きます。日本は世界でも類を見ない多様なサブカル

チャーが発展した国です。今現在の日本のアートにはどん

なものがあるのでしょうか。私自身の画家としての仕事を

通して、リアルな「現在のアート」のお話をします。

画家という仕事から見る現在のアート
上田 風子 Fuco Ueda
絵画

→パソコン接続のプロジェクター、スクリーン、映写に適した設備と環境

B
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A

CB

CB
LIM-006

CB
LIM-005

C

CB

CB

CB
LIM-007

実世界と情報世界をつなぐメディア技術
中島 武三志 Musashi Nakajima
サウンドアート、マルチモーダルインタフェース

コンピュータや通信技術の進歩に伴い、最新技術が急速

に私たちの日常生活へと浸透しています。本授業では、

「ユビキタスコンピューティング」や「IoT」といったキー

ワードを紹介しながら、コンピューティングの未来像を

探っていきます。

LIM-008

→必要備品：プロジェクター、スクリーン、スピーカー

CB CB

CB

CB

B

CB

WA-003 WA-004

WA-005

→パソコン（Mac）からHDMIで接続可能なプロジェクター、乃至大型のモニタ。

DAクレイアニメーションを作ろうアニメーションの編集
木船園子・細川 晋 Sonoko Kifune・Shin Hosokawa
デジタルアニメーション制作（木船）／立体アニメーション制作（細川）

粘土（クレイ）を使って立体のキャラクターを作ります。少

しずつ形を変えて動きを作ってカメラで撮影すると、キャ

ラクターが動き出す！クレイアニメーションが出来上がり

ます。クレイのキャラクターに命を吹き込んでみましょう。

アニメーションも映像ですから、そこには「編集」というテ

クニックが使われています。映像の編集ではどういうこと

を行うのか、まず基本的なことを紹介し、そしてアニメー

ションならではの編集テクニックについても触れていきま

す。

→PC接続可能なプロジェクター

アニメーション美術世界を学ぶ

アニメーションの様々な美術表現とその背景の役割や

キャラクターとの関係を作品映像とともに解説します。

→作業机　PC接続可能なプロジェクターか大型モニター

　所要時間120分　※調整可能

ピクシレーションの世界
橋本 裕充・小栁 貴衛 Hiromitsu Hashimoto・Takae Koyanagi
サウンドデザイン・アニメーション制作（橋本）／イラストレーション・アニメーション制作（小栁）

コマ撮り用のPCとソフトウェア、またはiPadを使用し、い

ろいろな物や自分の体を使ってコマ撮りアニメーションを

作ります。実写映像ともCGとも違う、独特な世界を楽し

みながら作りましょう。

→電源リール、紙とペン。パソコン接続のプロジェクター、スクリーン及び映写

（DVDを含む）に適した設備や環境。最低必要時間は120分。
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橋本 裕充・小栁 貴衛 Hiromitsu Hashimoto・Takae Koyanagi
サウンドデザイン・アニメーション制作（橋本）／イラストレーション・アニメーション制作（小栁）

コマ撮り用のPCとソフトウェア、またはiPadを使用し、い

ろいろな物や自分の体を使ってコマ撮りアニメーションを

作ります。実写映像ともCGとも違う、独特な世界を楽し

みながら作りましょう。

→電源リール、紙とペン。パソコン接続のプロジェクター、スクリーン及び映写

　（DVDを含む）に適した設備や環境。最低必要時間は120分。
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※退職されているため対応不可

※退職されているため対応不可



A

A

A

CB

CB
LG-004

CA

CB
LG-006

ゲームの作り方と考え方
中島 信貴 Nobutaka Nakajima
ゲームアート、ＣＧキャラクターアニメーション

スマートフォンやゲーム機で普段から楽しく遊んでいる
ゲーム。いったいどうやって作られているのだろう？　知り
たくありませんか？
この授業では、ゲームを作る際の基本的な考え方、ゲーム
キャラクターの作り方を、実例を紹介しながら分かりやす
く解説します。

→持ちこんだノートパソコンを接続できるプロジェクター。

ゲームのお仕事 ～こんな事もやっています～

遠藤 雅伸 Masanobu Endoh Masaki Tsutomu
ゲームデザイン（Ludology）

誰もが思い浮かべるのはゲームデザイナー、プログラ

マー、CGデザイナーなどのゲームクリエイターだと思い

ます。しかしゲームはエンタテインメントコンテンツであ

り、工業製品でもあります。色々な仕事がゲーム産業を支

えていることを解説します。

LG-003

→必要備品：プロジェクター

ＶＲ（Virtual Reality），ＭＲ（Mixed Reality）を体験
正木 勉
ゲームプログラミング

最近ゲーム業界でブームになっているＶＲ（Virtual 

Reality）と、その次のテクノロジーといわれているＭＲ

（Mixed Reakity）を体験し、これからのゲームの可能性

について考えてみます。

→必要備品：プロジェクター

１ｍ四方以上の障害物のないスペース

受講生は１０名未満

ゲームグラフィックスの実装
今給黎 隆 Takashi Imagire
ゲーム工学、コンピュータグラフィックス

ゲームの映像ってきれいになってきましたよね。実際のと

ころ、きれいにするためにどのような技術が使われている

のでしょうか？この授業では、ゲームで使われているコン

ピュータグラフィックスの実際の実装の解説をいたしま

す。

LG-005

→必要備品：パソコン接続のプロジェクター、スクリーン及び映写に適した設備や環境
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C A

C CB

美術史ってどんな学問？
大森 弦史 Genji Omori
西洋美術史（19 世紀フランス絵画・版画）

「美術史」と聞くと古臭く感じられるかもしれ
ませんが、実は、皆さんの身の回りにある様々
なイメージについて考える上で非常に役に立ち
ます。誰もが見たことのあるような有名作品を
とり上げながら、美術の歴史を学ぶことの意義
についてお話しします。

B

→PC用プロジェクターとスクリーンを備えた教室

→PC用プロジェクターとスクリーンを備えた教室 →PC用プロジェクターとスクリーンを備えた教室
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