
長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚コンピュータ基礎演習 

学年 1 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 2 

担当教員 金 ボンス、◎徳久達彦、ヨールグ ビューラ、真壁 友 

授業の概要及び 

テーマ 

コンピュータはコミュニケーションの道具として欠かせないものであり、学内での掲示連絡手段としても活用されている。

この授業では大学生活に必要な基本的なコンピュータの操作から始まり、自分のパソコンをデザイン道具として使う為の

基本を、業界標準となっているソフトウェアを使い練習していく。簡単な図形を描く事から始まり、実際にデザインを行え

る技術と伝えるための方法へと発展させる。 

達成目標 

・ コンピュータの基本の扱いを理解できる。 

・ Illustrator、Photoshop の基本操作を習得できる。 

・ 情報のレイアウトの基本について理解できる。  

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 Illustrator の基本操作１ 

02 Illustrator の基本操作２ 

03 Illustrator の基本操作３ 

04 Illustrator の基本操作４ 

05 Illustrator の基本操作５ 

06 Illustrator の基本操作６ 

07 Photoshop の基本操作１ 

08 Photoshop の基本操作２ 

09 Photoshop の基本操作３ 

10 Photoshop の基本操作４ 

11 Photoshop の基本操作５ 

12 情報のまとめ方とレイアウトの基礎１ 

13 情報のまとめ方とレイアウトの基礎２ 

14 情報のまとめ方とレイアウトの基礎３ 

15 情報のまとめ方とレイアウトの基礎４  

成績評価基準 
課題提出により評価 

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。  

出席・遅刻の基準 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻は３回で１回の欠席となります。  

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書） 授業時にプリントを配付する 

参考書・参考資料等 授業中に適時指示 

用具 Adobe CC をインストールしたノートパソコン 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

この授業では実際にコンピュータを操作しながら授業を行う。 

操作説明を注意深く聞き、不明な点は積極的に質問する姿勢を望む。 

授業開始時に重要な説明を行う事が多い。そのため少しの遅刻でも授業を理解するための障害となる。毎回の授業でノー

トパソコンを使います。ノートパソコン、電源アダプタを持参してください。 

実務経験を活かし

た授業 
コンピューターを使ったデザイン経験のある教員が、ソフトウェアの基本的な使い方を指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 基礎造形実習Ⅱ(描写) 〈視覚デザイン学科〉 

学年 1 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 実習 

単位数 2 

担当教員 履修ガイド参照 

授業の概要及び 

テーマ 

前期の基礎造形実習 I での成果を基に、視覚デザイン分野のどのような方向であっても基盤となる基本的な技術の修得を

目的とする。 

デッサンをテーマとする。ここで言うデッサンは、対象を的確に捉え自分の手で再現することである。そのため、鉛筆で描

くだけでなく油粘土を使用した立体による制作も行う。 

達成目標 
目の前の対象を的確に捉え、油粘土で再現することができる。 

同様に鉛筆で描き再現することができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 デッサン１「手」 油粘土による模刻１ 

02 デッサン１「手」 油粘土による模刻２ 

03 デッサン１「手」 油粘土による模刻３ 

04 デッサン１「手」 油粘土による模刻４ 

05 デッサン１「手」 油粘土による模刻５ 

06 デッサン１「手」 鉛筆によるデッサン１ 

07 デッサン１「手」 鉛筆によるデッサン２ 

08 デッサン２「頭部」 油粘土による模刻１ 

09 デッサン２「頭部」 油粘土による模刻２ 

10 デッサン２「頭部」 油粘土による模刻３ 

11 デッサン２「頭部」 油粘土による模刻４ 

12 デッサン２「頭部」 油粘土による模刻５ 

13 デッサン２「頭部」 鉛筆によるデッサン１ 

14 デッサン２「頭部」 鉛筆によるデッサン２ 

15 デッサン２「頭部」 鉛筆によるデッサン３ 

成績評価基準 
課題 70％、授業態度 30%  

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。 

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 回の内容に応じ配付及び指示します。  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
必要な用具等の準備は必ず課題前週に完了させること。 

実務経験を活かし

た授業 

イラストレーションなど平面表現や彫刻・工芸での立体表現の実践経験のある教員が、その経験を活かして、立体造形、鉛

筆デッサンを指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 基礎造形実習Ⅱ(造形) 〈視覚デザイン学科〉 

学年 1 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 実習 

単位数 2 

担当教員 履修ガイド参照 

授業の概要及び 

テーマ 

前期の基礎造形実習 I での成果を基に、視覚デザイン分野のどのような方向であっても基盤となる基本的な技術の修得を

目的とする。 

グラフィックを中心テーマとする。文字のバランス、グラフィックにおける基本図形の扱いのトレーニング、写真の撮影を

行う。 

達成目標 

文字を書くときに最も大切な「バランスを保つこと」ができる。 

グラフィックにおける基本図形の扱い・効果を理解し、活用することができる。 

図を単純化しながら、的確で効果的にヴィジュアルコミュニケーションできる。 

写真撮影の基礎技術を理解することができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 グラフィック１-１ 視覚調整１ 

02 グラフィック１-１ 視覚調整２ 

03 グラフィック１-１ 視覚調整３ 

04 グラフィック１-１ 視覚調整４ 

05 グラフィック１-２ グラフィック・トレーニング１-１ 

06 グラフィック１-２ グラフィック・トレーニング１-２ 

07 グラフィック１-２ グラフィック・トレーニング１-３ 

08 グラフィック１-２ グラフィック・トレーニング１-４ 

09 グラフィック１-３ グラフィック・トレーニング２-１ 

10 グラフィック１-３ グラフィック・トレーニング２-２ 

11 グラフィック１-３ グラフィック・トレーニング２-３ 

12 グラフィック１-３ グラフィック・トレーニング２-４ 

13 写真「キューピーの撮影」１ 

14 写真「キューピーの撮影」２ 

15 写真「キューピーの撮影」３ 

成績評価基準 
課題 70％、授業態度 30%  

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。 

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 回の内容に応じ配付及び指示します。  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
必要な用具等の準備は必ず課題前週に完了させること。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィックデザインや写真撮影の実践経験のある教員が、その経験を活かして、平面構成、タイポグラフィ、写真撮影を

指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 基礎造形実習Ⅱ(素形材) 〈視覚デザイン学科〉 

学年 1 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 実習 

単位数 2 

担当教員 履修ガイド参照 

授業の概要及び 

テーマ 

前期の基礎造形実習 I での成果を基に、視覚デザイン分野のどのような方向であっても基盤となる基本的な技術の修得を

目的とする。 

写真、映像をテーマとする。携帯電話、小物の撮影で写真撮影の基礎技術を修得し、短い映像作品の制作で映像撮影・編集

の基礎技術を修得する。 

達成目標 
写真撮影の基礎技術を理解し、実践することができる。 

映像撮影・編集の基礎技術を理解し、実践することができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 写真「キューピーの撮影」４ 

02 写真「キューピーの撮影」５ 

03 写真「ライティングの応用」１ 

04 写真「ライティングの応用」２ 

05 写真「ライティングの応用」３ 

06 写真「ライティングの応用」４ 

07 写真「ライティングの応用」５ 

08 映像「１分の曲をつくる」１ 

09 映像「１分の曲をつくる」２ 

10 映像「１分の映像をつくる」１ 

11 映像「１分の映像をつくる」２ 

12 映像「１分の映像をつくる」３ 

13 映像「１分の映像をつくる」４ 

14 映像「１分の映像をつくる」５ 

15 映像「１分の映像をつくる」６ 

成績評価基準 
課題 70％、授業態度 30%  

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。 

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 回の内容に応じ配付及び指示します。  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
必要な用具等の準備は必ず課題前週に完了させること。 

実務経験を活かし

た授業 
写真・映像作成の実践経験のある教員が、その経験を活かして、写真撮影、映像制作を指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 基礎造形実習Ⅱ(デザイン) 〈視覚デザイン学科〉 

学年 1 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 実習 

単位数 2 

担当教員 履修ガイド参照 

授業の概要及び 

テーマ 

前期の基礎造形実習 I での成果を基に、視覚デザイン分野のどのような方向であっても基盤となる基本的な技術の修得を

目的とする。 

グラフィック２では基本的なタイポグラフィ（文字間調整）を学び、グラフィック３では出題されたテーマから発想し、ビ

ジュアルと言葉で構成したポスターを制作する。 

達成目標 
様々な書体の成り立ちや特性を理解し、意図的に文字と文字の間隔を調整することができる。 

与えられたテーマに対して各自の視点で魅力的な形を探り、ポスターに落とし込むことができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 グラフィック２ タイポグラフィ１ 

02 グラフィック２ タイポグラフィ２ 

03 グラフィック２ タイポグラフィ３ 

04 グラフィック３ ポスター１ 

05 グラフィック３ ポスター２ 

06 グラフィック３ ポスター３ 

07 グラフィック３ ポスター４ 

08 グラフィック３ ポスター５ 

09 グラフィック３ ポスター６ 

10 グラフィック３ ポスター７ 

11 グラフィック３ ポスター８ 

12 グラフィック３ ポスター９ 

13 グラフィック３ ポスター１０ 

14 グラフィック３ ポスター１１ 

15 グラフィック３ ポスター１２ 

成績評価基準 
課題 70％、授業態度 30%  

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。 

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書） デザインの色彩、PCCS Harmonic Color Chart 

参考書・参考資料等 回の内容に応じ配付及び指示します。  

用具 B2 パネル（貸与）、平面構成用具 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
必要な用具等の準備は必ず課題前週に完了させること。 

実務経験を活かし

た授業 

文字要素を含む平面グラフィックデザイン作成の実践経験のある教員が、その経験を活かして、タイポグラフィ、グラフィ

ック制作を指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚コンピュータⅠ 

学年 1 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 2 

担当教員 ◎金 ボンス、徳久達彦、ヨールグ ビューラ、真壁 友 

授業の概要及び 

テーマ 

この演習は前期の視覚コンピュータ基礎演習からの続きとなります。前期では Adobe Illustrator と Photoshop の基本操

作を習得しました。この演習ではそれらの技術をデザインで使える技術とするためにトレーニングを行います。また単に

コンピュータの操作だけではなく、情報の整理、レイアウトの基本といったデザインを構成する上で必要になる項目を学

びます。この授業はコンピュータのソフトウェアの使い方を学ぶだけではなく反復的なトレーニングを通してデザインに

必要となる基礎技術の習得を目的とします。 

達成目標 

Adobe Illustrator を使い正確な作図が出来る。 

Adobe Photoshop を使い正確な作業が出来る。 

ロゴマークや文様等、割り出し図を理解し、作図出来る。 

様々な情報を含む紙面のレイアウトの基礎を理解する。 

印刷についての基礎を理解する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 ロゴの作図１ 

02 ロゴの作図２ 

03 ロゴの作図３ 

04 レイアウト・情報の整理１ 

05 レイアウト・情報の整理２ 

06 レイアウト・情報の整理３ 

07 模写１ 

08 模写２ 

09 模写３ 

10 模写４ 

11 総合課題１ 

12 総合課題２ 

13 総合課題３ 

14 総合課題４ 

15 総合課題５ 

成績評価基準 
課題提出により評価 

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。 

出席・遅刻の基準 

履修ガイドの通り（授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。） 

遅刻は３回で１回の欠席となります。 

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書） 適宜授業で配付します。 

参考書・参考資料等 適宜指示します。 

用具 
Adobe CC がインストールされているノートパソコン 

大講義室を使い授業を行います。授業前にノートパソコンの充電をしておくこと。 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
毎回の授業でノートパソコンを使います。 

実務経験を活かし

た授業 
コンピュータを使ったデザイン経験のある教員が、Illustrator と Photoshop でのデザイン作業の基礎を指導します。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚デザイン基礎演習Ⅰ 

学年 2 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、◎徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、真壁 友、松本明彦、水川 

毅、御法川哲郎、山田博行、山本 敦、迫 一成、さとうりさ、古屋貴広、三田村光土里 

授業の概要及び 

テーマ 

視覚表現の基礎となるアイデアと発想に重点を置く。またその発想をどのように具体化して伝えるかを学び、後期の演習

に備える。１年次に修得した造形の知識と技術を活かし、視覚デザインに必要な思考（主にアイデアの抽出）に焦点をあて

て視覚によるコミュニケーション能力の向上を目指す。 

達成目標 

・ 課題の指示を正確に読み取り作品制作ができる。 

・ 作品発表に際して、制作意図を十分に伝えられる。 

・ スケジュール管理をし、課題作品提出締切りまでに作品を仕上げる事ができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス 第１課題出題、導入 

02 アイディアチェック 制作 

03 中間チェック 

04 講評 

05 発表、全体講評、提出  

06 第２課題出題、導入 

07 アイディアチェック、制作 

08 中間チェック 

09 講評 

10 発表、全体講評、提出  

11 第３課題出題、導入 

12 アイディアチェック、制作 

13 中間チェック 

14 講評 

15 発表、全体講評、提出 視覚デザイン基礎演習Ⅱへの導入 

成績評価基準 

提出課題作品 70%、授業参加態度・制作姿勢 30% 

※課題提出が締め切りを過ぎた場合は最終評価から減点します。 

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。  

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻は３回で１回の欠席となります。  

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書） 
適宜指示する。 

 

参考書・参考資料等 適宜指示する。 

用具 
適宜指示する。 

 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
授業終了時に指示された、次回までに行うべき調査等、自学自習内容をメモし準備する事。遅刻厳禁、課題提出日厳守。 

実務経験を活かし

た授業 
 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚コンピュータⅡ 

学年 2 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 天野 誠、徳久達彦、◎真壁 友、矢尾板和宣 

授業の概要及び 

テーマ 

この演習では InDesign の基本操作、日本語組版の基本、情報の整理を含めたレイアウトの作成、そして Web デザインにつ

いて学びます。InDesign はエディトリアルのための必須ソフトウェアです。ページ数の多い紙媒体の作品をつくるための

基本を習得します。また情報の整理の仕方、情報整理を含むレイアウト手法について取り扱います。その発展として web ペ

ージのレイアウトの基礎を学びます。 

達成目標 

日本語組版の基本を理解する。 

InDesign の基本操作を身につける。 

情報を整理したレイアウトが行える。 

web ページのレイアウト、ユーザーインターフェースの基礎について学ぶ。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス、資料配布 

02 日本語組版の基礎 

03 InDesign の基本 

04 ブックレット制作（１） 

05 ブックレット制作（２） 

06 ブックレット制作（３） 

07 ブックレット制作（４） 

08 ブックレット制作（５） 

09 web について（１） 

10 web について（２） 

11 web について（３） 

12 web について（４） 

13 web について（５） 

14 web について（６） 

15 web について（７） 

成績評価基準 提出作品により評価します。ただし欠席により減点します。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書） 授業中に配付します。 

参考書・参考資料等 適宜指示する 

用具 

ノートパソコンを毎回持参する事。 

Adobe CC（InDesign、XD）をインストールしておくこと。 

大講義室と DD アトリエを使い授業を行います。授業前にノートパソコンの充電をしておくこと。 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

１年次のコンピュータの授業からの延長になりますが取り扱う内容が高度になります。コンピュータの基本操作、Adobe 

Illustrator や Photoshop といったツールを使える事が授業の前提になります。精密な作業を継続して行う作業になりま

す。欠席すると授業進行についてこれなくなる可能性があります。充分注意すること。 

実務経験を活かし

た授業 

エディトリアル、web デザインの現場経験のある教員が、その経験を活かして、デザインの指導を行う。また非常勤講師と

して現在デザイン現場にかかわっている教員も指導を行う。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚デザイン基礎演習Ⅱ 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、◎徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、真壁 友、松本明彦、水川 

毅、御法川哲郎、山田博行、山本 敦、迫 一成、さとうりさ、古屋貴広 

授業の概要及び 

テーマ 

視覚デザイン基礎演習 I で学んだことをさらに発展させる。視覚表現の基礎となるアイデアと発想に重点を置き、またそ

の発想をどのように具体化して伝えるかを中心に据えながら３年次の演習へ発展させるための導入として、伝達デザイン・

表現デザインに関わる具体的な課題制作にも取り組む。 

達成目標 

・ 課題の指示を正確に読み取り作品制作ができる。 

・ 作品発表に際して、制作意図を十分に伝えられる。 

・ スケジュール管理をし、課題作品提出締切りまでに作品を仕上げる事ができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス 第１課題出題、導入 

02 アイディアチェック 制作 

03 中間チェック 

04 講評 

05 発表、全体講評、提出  

06 第２課題出題、導入 

07 アイディアチェック、制作 

08 中間チェック 

09 講評 

10 発表、全体講評、提出  

11 第３課題出題、導入 

12 アイディアチェック、制作 

13 中間チェック 

14 講評 

15 発表、全体講評、提出 

成績評価基準 

提出課題作品 70%、授業参加態度・制作姿勢 30% 

課題提出が締め切りを過ぎた場合は最終評価から減点します。 

※ 遅刻・欠席は最終評価より減点します。  

出席・遅刻の基準 

出席は開始時間から終了時間までアトリエで制作を行うことです。 

授業開始 20 分以降に遅れて来た学生は欠席扱いとなります。 

遅刻は３回で１回の欠席となります。  

遅刻・欠席は最終評価より減点されるので注意してください。 

出欠席の異議は授業終了後は受け付けません。 

テキスト（教科書） 適宜指示する。 

参考書・参考資料等 適宜指示する。 

用具 適宜指示する。 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
授業終了時に指示された、次回までに行うべき調査等、自学自習内容をメモし準備する事。遅刻厳禁、課題提出日厳守。 

実務経験を活かし

た授業 
 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 視覚デザイン論 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 講義 

単位数 2 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、◎真壁 友、松本明彦、水川 

毅、御法川哲郎、山田博行、山本 敦 

授業の概要及び 

テーマ 

造形における基礎教育に始まり、視覚デザイン領域の専門的な学習を学ぶ２年生後期のこの時期は、３年生での専門知識

や技術を繋げるためにも重要な時期と言える。本授業では、視覚デザイン領域教員の講義を通して、３年生でのゼミ１・ゼ

ミ２で各自が学ぶ領域を明確にすると共に今後の研究や将来の方向性の指針となることを目的とする。 

達成目標 

視覚デザインは社会や経済の動向と密接に関わりを持つものである。デザインの現場にいる各教員の専門分野がどのよう

に社会に関わっているかを理解し、各自の目指すデザイン領域は何か、そのデザイン領域でどのようなアプローチが必要

であるかを深く考察する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力を養う授業 

授業計画 

01 映像表現 / ビューラ 

02 写真表現 / 松本 

03 写真と映像の間で / 山田 

04 デジタル/真壁 

05 広告・情報デザイン/水川 

06 エディトリアル /天野 

07 シンボル /金 

08 グラフィック表現 /御法川 

09 グラフィック/吉川 

10 広告写真/阿部 

11 パネルディスカッション/伝達デザインコース教員 

12 パネルディスカッション/表現デザインコース教員 

13 長瀬が考えるデザイン/長瀬 

14 ブランディング /山本 

15 コミュニケーションデザイン/ 徳久 

※ 授業テーマ、担当教員の順番が変更する場合もあります。 

成績評価基準 授業態度など 50％、レポート 50％ 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

各専門分野において経験豊かな教員陣が「先生」としてではなく「先輩」という立場からメッセージを送る。これらを各々

が今後の進むべきコースやゼミ１・ゼミ２の助けとなり、その後４年生の卒業研究や就職活動につなげてほしい。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィック、広告、WEB、イラストレーション、ブランディング、CI・VI、エディトリアル、映像、写真などそれぞれ実

務経験を有する専門教員が担当  

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 写真 

学年 2 

開講期 前期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 阿部充夫、◎松本明彦、中村雅也、南雲暁彦 

授業の概要及び 

テーマ 
ストロボを使用したスタジオライティングを学ぶ。物撮り、ポートレート両方に取り組む。 

達成目標 スタジオでストロボを使った物撮り、ポートレートの基本的な撮影ができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01  カメラ、絞り、シャッタースピード、ISO 感度、WB など基礎知識 

復習 

02 スタジオ機材、ストロボ、露出計の取り扱い説明 

03 物撮り基本ライティング 

04 物撮り応用 

05 撮影実習 

06 撮影実習 

07 ポートレート基本ライティング 

08 ポートレート応用ライティング 

09 撮影実習 

10 撮影実習 

11 撮影実習 

12 A４チェック 

13 B２貼り合わせカラープリントチェック 

14 B２最終プリントチェック、講評会 

15 展示 

成績評価基準 
課題 80％ 

積極性など授業態度 20％ 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書） 適宜指示する 

参考書・参考資料等  

用具 
大学からデジタル一眼レフカメラを貸し出しますが、機種によっては、 

自前のデジ一やレンズ交換式ミラーレスカメラでの履修も可能です。教員に相談をして下さい。 

履修制限等 
履修者の定員は 60名となります。 

定員を超えた場合は、抽選または GPA により履修者を決定します。 

履修希望者への要

望・事前準備 

写真業界のみならず、デザイン業界でも今や写真は必須メディアです。 

将来写真方面へ進みたい学生はもちろん、アートディレクター、デザイナーとして、写真を使い、カメラマンと一緒に仕事

をしたい学生も、積極的に受講してください。「写真」で学んだ知識と技術は、AD,D として自分の指示や希望を出したり、

P,C の意図を読み取ったりする時に、必ず役に立つでしょう。  

実務経験を活かし

た授業 
写真のプロとして実践経験のある教員が、それを活かして、写真撮影を指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 描写基礎 

学年 2 

開講期 前期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 長瀬公彦、◎御法川哲郎、内堀 豪 

授業の概要及び 

テーマ 

この演習では、木炭やコンテを使用し、目の前の対象を紙の上に描きとらえる（認識・把握する）作業を行う。目的は、描

く行為によるヴィジュアルコミュニケーション能力を高めることである。自分が見ている対象がどのようなものなのかを、

描いて他者に伝える。その際、見たものを的確に他者に伝えるためには、的確に描かなければならない。的確に描くために

はトレーニングが必要となる。１年次の基礎造形実習での描く作業による成果を基に、さらにトレーニングを積み重ねる。

１年次に学習した内容を再確認し、さらに１段上の力の獲得を目指す。また美術史の巨匠を参考にし、対象のとらえ方・技

術を学ぶ。 

達成目標 
目の前の対象を、紙の上に的確に描きとらえる力を獲得する。 

美術史の巨匠から、対象のとらえ方・技術を吸収する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス、課題１「石膏像を描く１ / 木炭」制作 

02 制作 

03 制作、講評 

04 課題２「石膏像を描く２ / 木炭もしくは白・黒コンテ」制作 

05 制作 

06 制作 

07 制作、講評 

08 課題３「友人を描く / 木炭」制作 

09 制作 

10 制作 

11 制作、講評 

12 課題４「モデルを描く / 木炭もしくは白・黒コンテ」制作 

13 制作 

14 制作 

15 制作、講評 

成績評価基準 課題 80％、授業態度 20％  

出席・遅刻の基準 実際に手を動かして制作に当たる時間が重要であるため、欠席は 1 回ごとに減点とする。 

テキスト（教科書） 初回に配付します。  

参考書・参考資料等 授業内で資料を見せるが、各自図書館等で日常的に画集などを見ること。 

用具 木炭、白・黒コンテ、木炭紙、画用紙、木炭紙大スケッチブック他、授業にて適宜指示する。 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

描く能力を高めたいと考えている学生、また自分の制作に対する厳しい 

判断力を得たいと考えている学生は履修すること。 

能力の獲得には地道なトレーニングが必要である。 

 

実務経験を活かし

た授業 
 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 映像Ⅰ 

学年 2 

開講期 前期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
ヨールグ ビューラ、◎山田博行、木場明義、佐藤誠二、長谷川隆之、原田裕司 

 

授業の概要及び 

テーマ 

映像は感性だけでは撮れない。映像には原則がある。映像作品を撮るために必要な専門用語を含めた基礎知識シナリオ、構

成、撮影、カメラ実習、編集、演出まで編集技法から理論と実践から編集技法まで、実践的かつ知識習得の両立した映像制

作授業を展開する。個人課題およびグループ課題によるそれぞれ一つずつのテーマにもとづき映像制作をおこない、基本

と応用への展開技術を習得し作品を完成させる。その作品は学生映像作品コンペに出品できるクオリティを目指す。 

達成目標 
時間経過におけるメディアの特性を理解し、アイデアから仕上げまでを一貫して習得する。機材の使い方、映像編集理論、

基本的なサウンドコントロールを含め、基礎を習得した上で映像作品を制作できる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 授業オリエンテーション 

02 撮影編集基礎１ カメラ・三脚・データ管理＜課題１＞ 

03 撮影編集基礎２ 演出・構成 

04 撮影編集基礎３ 編集・ライティング 

05 撮影編集基礎４ 録音・サウンド・ワークフロー 

06 ＜課題１＞講評 

07 シナリオ・ストーリーテリング１  

08 シナリオ・ストーリーテリング２ 

09 シナリオ・ストーリーテリング３ 

10 テーマと発想と演出＜課題２＞ 

11 撮影編集技術１及びグループ製作 

12 撮影編集技術２及びグループ製作 

13 撮影編集技術３及びグループ製作 

14 撮影編集技術４及びグループ製作 

15 ＜課題２＞講評 

 

成績評価基準 

課題 80％ 

積極性など授業態度 20％ 

理由なき遅刻は認めません。出席率が２/３を下回る場合は単位修得不可とする。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 「映像の原則（改訂版）」 富野 由悠季 キネマ旬報社 

用具 Adobe  Premiere CC 

履修制限等 定員を 28 人とし、多数の場合は抽選にて履修者を決定します。 

履修希望者への要

望・事前準備 

デジタルサイネージから SNS 上の動画広告などに代表されるように、広告やデザイン業界の現代において私たちの情報環

境は動画化しているとも言えます。。将来映像方面へ進みたい学生はもちろん、アートディレクター、デザイナーとして、

フォトグラファー、キャメラマンといったあらゆる業種において仕事をしたい学生も、積極的に受講することを望みます。 

映像制作はグループで行います。グループとしての作品が評価を基準におこなうため、与えられた時間の中で制作を完了

すること、スケジューリング、積極的なディスカッションを行うことも映像制作演習の目的としています。 

実務経験を活かし

た授業 

映画監督、脚本家、テレビ番組ディレクター、カメラマン、編集などの経験をもつ複数の教員によって多角的に映像制作の

指導にあたります。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 Ｗｅｂデザイン 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 徳久達彦、◎真壁 友、沖 良矢、中西清吾、矢尾板和宣 

授業の概要及び 

テーマ 

インターネットは社会の基本的なインフラの一つとなっています。そのメディアを使い情報を発信する基本が Web です。

この Web をデザインする技術が現在求められています。この授業では Web サイトを構築するために必要になる情報の整理、

見せ方を学びます。また Web サイトを実装するために必要となる基本技術となる HTML と CSS のコーディングについて学び

ます。Dreamweaver でコード入力の基本、ファイルの種類と扱い方の基本を練習したうえで、スマートフォン向けの web ペ

ージの作り方を学びます。そして web ページの公開に必要となる FTP（ファイル転送）についても扱います。これで自分の

作ったサイトを全世界に向けて公開可能になります。 

達成目標 

与えられたテーマに沿った web サイトのデザインが行える。 

HTML+CSS を使いサイトデザインの実装が行える。 

FTP でファイル転送を行い、web ページの公開が行える。 

 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 UI 分析ワークショップ１、課題１レクチャー 

02 UI 分析ワークショップ２ 

03 HTML+CSS の基礎１ 

04 HTML+CSS の基礎２ 

05 web 業界、事例紹介 

06 様々な web 表現 

07 作業 

08 作業 

09 提出、講評１ 

10 講評２ 

11 課題２レクチャー 

12 テンプレートについて 

13 作業 

14 提出、講評１ 

15 講評２ 

成績評価基準 

課題の狙いを理解出来ているか。課題を理解したアイデアを考えられるか。丁寧な仕上げが出来ているか。 

HTML を理解し web ページを構築出来ているか。 

課題毎のプレゼンテーションは必須とします。 

プレゼンテーションと提出作品により評価します。 

締め切り厳守。締め切り後の提出は０点となります。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書） 授業中に配付します。  

参考書・参考資料等 ドットインストール｛http://dotinstall.com｝ 

用具 
Adobe CC（Dreamweaver, Photoshop, Illustrator） 

FTP クライアントソフトウェア 

履修制限等 定員を 60 人とし、定員を超えた場合は抽選または GPA により履修者を決定します。 

履修希望者への要

望・事前準備 

この授業では web デザインの画面レイアウト、情報の扱い、実際にデザインを制作するコーディングまでを扱います。作業

の中では AdobeIllustrator や Photoshop といったツールを当たり前に使える事が授業の前提になります。 

実務経験を活かし

た授業 

web デザイン現場経験のある教員が、その経験を活かして、デザインの手法、コーディング等の指導を行う。また非常勤講

師として現在 web 現場にかかわっている教員のレクチャーと講評を授業内で行う。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 タイポグラフィ 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 ◎天野 誠、吉川賢一郎、阿部宏史 

授業の概要及び 

テーマ 

タイポグラフィとは、情報伝達デザインの中で最も基本的な文字を扱う技術や知識である。具体的には、書体を選択するこ

とや字間のバランスを整えてレイアウトし、美しく効果的な紙面を作り上げる技術とそのための方法のこと。これらの技

術と知識を習得することで、文字情報伝達の大切さを理解し、世の中のデザインの善し悪しを見極めることができるよう

になり、様々な問題を改善する力を養うことができるようになる。 

達成目標 
グラフィックデザイナーとして実社会で働くための、文字、文字組版に対する基礎的な知識を知ることができる。 

文字、文字組版の技術を修得することによって表現することができるようになる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス／課題１「スペーシング」説明、制作と講評 

02 課題 2「コンポジション」説明、制作と講評 

03 同上 

04 課題 3「紙面と文字、配置と余白」説明、制作と講評 

05 課題 4「行間・行長を意識してテキストを配置する」説明、制作と講評 

06 課題 5「写真を加えて構成する」説明、制作と講評 

07 課題 6「すべての要素を加えて構成する」説説明、制作と講評 

08 課題 7「グリッドシステムを使ったレイアウト」説明、制作と講評 

09 同上 

10 同上 

11 同上 

12 同上 

13 同上 

14 レクチャー「書体について」／私のタイポグラフィコレクション 

15 提出、採点、返却 

成績評価基準 

受講態度 30%、作業プロセスおよび最終成果物（作品）70%とする。 

最終成果物の評価段階は以下の通り。 

Ｂ評価： 文字の基本的な扱い、「読みやすく、分かりやすい構成」ができた。 

Ａ評価：学んだことを活かし、造形的に魅力的である。 

Ｓ評価：より独創的で個性を反映させている。 

規定通りに作品を提出しても、欠席が著しく多い場合は単位を与えない。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書） 必要に応じて適宜指示する。 

参考書・参考資料等 参考書は必要に応じて適宜指示し、資料は配付する。 

用具 
筆記用具、カッターナイフ、カッターマット、ハサミ、メンディングテープ、三角定規セット、30cm 以上の直定規、A４判

クリアファイル（40 ポケットくらい）。 

履修制限等 定員を 70 名とする。多数の場合は抽選にて決定する。（初回授業の出席者を優先とする） 

履修希望者への要

望・事前準備 

多くの課題を集中して制作し、基本的には授業時間内で仕上げることを目的とするため、欠席が重なると追いつくのが大

変なので、意欲的に取り組む学生の受講を望む。その代わり他の授業では習得できない専門的かつ感覚的なデザインの基

礎力を養うことが期待できる。 

実務経験を活かし

た授業 
文字を主としたデザインの仕事に携わる教員が指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 映像Ⅱ 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 ◎ヨールグ ビューラ、万年麻美 

授業の概要及び 

テーマ 

本授業では前半と後半に分けて、前半は最初の８週間に手書きアニメーションから３DCG までのそれぞれの技法とキャラク

ターデザインについて習得する。後半は勉強した技術を使ってコンペに出品できる作品を制作する。それぞれの技術を元

にした相応しい表現を経験するために２つの練習課題を指定する。９週目から自分で選んだアニメーション技術を利用し

ながら優れた表現を追求した作品の１本を完成させる。その作品は学生アニメーションフェスティバルなどのコンペに出

品できるクオリティを目指す。 

達成目標 

アニメーションの様々な表現を知る。 

そのための必要な技術や制作方法を理解できる。 

特に自分で目指した表現のために適切な実技スキルを習得できる。 

作品の制作過程に関してスケジュールを管理し、完成度の高い作品を仕上げる事ができる。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス、手書きアニメーション１ 

02 手書きアニメーション２、練習課題１制作 

03 デジタルドローイング、練習課題１制作 

04 ２D アニメーションソフト、練習課題１制作 

05 キャラクターデザイン１、練習課題２制作 

06 キャラクターデザイン２、練習課題２制作 

07 ３DCG の入門１、練習課題２制作 

08 ３DCG 入門２、練習課題２制作 

09  コンペ用作品の作業：コンペニーズの分析、アイデアと技法選択、表現スケッチ 

10 コンペ用作品の作業：表現イメージ、ストーリー、絵コンテ 

11  コンペ用作品の作業：完成した絵コンテ、ラインテスト、音響プラン 

12  コンペ用作品の作業：作画、アニマティック、編集、録音とオーディオ編集 

13 コンペ用作品の作業：作画、着彩、編集 

14 コンペ用作品の作業：編集、仕上げ 

15 発表と講評 

成績評価基準 
練習課題１と練習課題２、出品作品、３つの作品 80%、積極性など授業態度 20%。 

提出課題作品は「講評会」の際、評価されます。 

出席・遅刻の基準 
原則として履修ガイドの通り 

出席が 2/3 を下回る場合は単位を与えません 

テキスト（教科書） 授業で配付する 

参考書・参考資料等 

「アニメーションの基礎知識大百科」、 "Encyclopedia of Animation Basics" 

神村 幸子（かみむら さちこ）、大型本 グラフィック社 2009/9、￥3,000 

そのほかは授業中に適宜指示 

用具 

鉛筆、消しゴム、コピー用紙 

持ってる学生だけで良いが：グラフィックタブレット 

AdobeCC のソフトがインストールされたノートパソコンと電源アダプター 

履修制限等 

商業アニメの制作方法を含めて本格的に手で描く、もしくはソフトで制作したアニメーションとその表現を勉強したい学

生を望みます。 

本授業では 25 人の定員を指定します。希望者が 25 人を超えたら次の様に選考します： 

（１）２年前期に映像Ⅰもしくは描写基礎の選択授業を履修した学生を優先 

（２）他は面接とポートフォリオでの判断 

履修希望者への要

望・事前準備 

課題と作品は授業時間内だけで制作するのは難しいですので、時間的余裕を持って臨んでください。遅刻厳禁、課題提出期

限厳守。  

実務経験を活かし

た授業 
担当教員の実務経験内容に関しての第一回授業「ガイダンス」の時に説明があります。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 描写表現 

学年 2 

開講期 後期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 ◎御法川哲郎、長瀬公彦、伊藤彰剛、羽川幸一 

授業の概要及び 

テーマ 

この演習では、透明水彩絵具やアクリル絵具を使用し、目の前の対象を紙の上に描きとらえる（認識・把握する）作業を行

う。目的は、描く行為によるヴィジュアルコミュニケーション能力を高めることである。対象を的確に紙もしくはキャンバ

ス上にとらえるだけでなく、美術史の巨 

匠の作品を観察し、対象のとらえ方・技法を学ぶ。そこでの発見を各自の制作に反映させ、対象のとらえ方・技法を拡張す

る。 

視覚デザイン学科、美術・工芸学科の学生を対象とする。 

 

達成目標 
目の前の対象を、紙（キャンバス）の上に的確に描きとらえる力を獲得する。 

美術史の巨匠の作品を観察し、各自の対象のとらえ方・技術を拡張する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス、課題１「風景を描く１/透明水彩絵具」制作 

02 制作 

03 制作、講評 

04 課題２「風景を描く２/アクリル絵具」制作 

05 制作 

06 制作 

07 制作、講評 

08 課題３「モデルを描く/アクリル絵具」制作 

09 制作 

10 制作 

11 制作、講評 

12 課題４「剥製のある静物を描く/アクリル絵具」制作 

13 制作 

14 制作 

15 制作、講評 

成績評価基準 
課題 80％、授業態度 20％ 

実際に手を動かして制作に当たる時間が重要であるため、欠席は 1 回ごとに減点とする。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書） 初回に配付します。  

参考書・参考資料等 授業内で資料を見せるが、各自図書館等で日常的に画集などを見ること。 

用具 
透明水彩絵具、アクリル絵具、B３パネル、画用紙、F10 キャンバス、木炭紙大スケッチブック他、授業にて適宜指示する。

1 年次に使用していた筆のみでなく、必要に応じて追加で購入が必要となります。 

履修制限等 

履修定員は視覚デザイン学科 30 名、美術・工芸学科 20名とする。各学科で定員を超えた場合、視覚デザイン学科では１年

次の基礎造形実習 II（描写）の成績評価上位者を優先とし、美術・工芸学科では抽選で履修者を決定する。 

＊描写実習として履修する者は、別途相談のこと。 

履修希望者への要

望・事前準備 

描く能力を高めたい・描写技法の幅を広げたいと考えている学生、また自分の制作に対する厳しい判断力を得たいと考え

ている学生は履修すること。 

実務経験を活かし

た授業 
 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 サウンドデザイン 

学年 3 

開講期 前期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 ◎ヨールグ ビューラ、宇波 拓、吹田哲二郎、明石隼汰 

授業の概要及び 

テーマ 

初心者はなおざりにしがちな映像作品の音響。しかし、映像において音声トラックは作品全般にわたる本質的な表現方法

です。映像の素晴しさとは思いがけず音声で決まってゆく。本授業では先ず、撮影現場での失敗の無い録音方法とその為に

必要な考え方を学びます。次に、レコーディングスタジオでのナレーションや効果音とアフレコの技術、効果音制作におけ

るそれぞれの音の種類の扱い方と映像の完パケにいたるまでに必要不可欠な音響技術を習得します。最後に、映像用の BGM

や音楽の作曲方法も本授業で学べます。 

達成目標 
この演習では映像に関するオーディオのそれぞれの種類の扱い方を学ぶことができます。技術や操作の解説も沢山必要で

すが、主に自分の作品を製作しながら必要な知識を習得できます。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス：授業の構成、教員紹介、課題説明とスケジュール 

02 現場での収録、音響プランアイデア 

03 現場での収録、音響プランチェック 

04 スタジオ整音、フォリー、効果音、アフレコ  

05 スタジオ整音、フォリー、効果音、アフレコ  

06 フィルムミュジックの理論 

07 実験的な作曲作戦(ノイズ、環境音)、サウンドトラック企画+編集 

08 CM 作曲  

09 CM 作曲 

10 CM 作曲 

11 CM 作曲 

12 サウンドトラック編集 

13 サウンドトラック編集 

14 サウンドトラック仕上げ 

15 発表と講評 

成績評価基準 

受講態度と提出作品を評価（受講姿勢 20%、提出作品 80%）。 

提出課題作品は「講評会」の際、評価されます。 

出席が 2/3 を下回る場合は単位を与えません。 

出席・遅刻の基準 原則として履修ガイドのとおり 

テキスト（教科書） 授業時にプリントを配付する 

参考書・参考資料等 授業中に適宜指示 

用具 AdobeCC ソフトの最新版をインストールしたノートパソコン 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

定時に入室すること。課題提出は、締め切りを守ること。積極的な制作姿勢を望みます。 

実際に音声や音響、音楽の演習を学びたいのであればデザイン分野は問わない。ただし、映像音声の扱い方を優先します。 

実務経験を活かし

た授業 
担当教員の実務経験内容に関しての第一回授業「ガイダンス」の時に説明があります。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 コマーシャル演習 

学年 3 

開講期 後期 

必修/選択 選択 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 水川 毅、◎山田博行、下地隆司 

授業の概要及び 

テーマ 

「環境問題」「コミュニケーション」「公共マナー・モラル」など現代社会が抱えている問題がいろいろあります。 

この問題をＡＣ公共広告制作を通してみんなで考え、社会・公共のためになるメッセージを広告という形で発信しよう。各

自が考えたテーマと企画コンテ（実写・アニメーション）から、教員の審査によって制作する作品を決定し、２～７名でグ

ループ制作を行います。各自の役割をしっかり果たすためのコミュニケーション力とチームワークが求められます。 

達成目標 

・ 公共広告のコマーシャルを企画～撮影～編集まですることでクリエーターとしての意識、自信を体得できる。 

・ グループ作業を通して社会の現場で必要とされる協調性、コミュニケーション力を身につける。 

・ 制作側ではなく視聴者の側にたった映像を追求することによりコマーショルフィルムの本質を理解する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 授業オリエンテーション 

02 公共広告テーマのとらえ方 

03 プランニング 

04 プレゼンテーション 

05 グループ作業 

06 グループ作業 

07 グループ作業 

08 グループ作業 

09 グループ作業 

10 撮影～編集 修正案の検討 

11 撮影～編集 

12 撮影～編集 

13 応募用 企画意図・コンセプト制作 

14 全体試写 

15 公開試写 

成績評価基準 
提出課題作品 70％、授業参加態度・制作姿勢 30％ 

基本的に出席率が２/３を下回る場合は単位修得不可とする。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 「表現の技術: グッとくる映像にはルールがある」 高崎卓馬／著 電通   

用具  

履修制限等 

写真、映像Ⅰ、映像Ⅱのいずれかの授業で単位修得した者を対象とします。映像における撮影編集、もしくはアニメーショ

ン制作の基本的能力を必須とします。 

定員は 40 人とし、多数の場合は抽選にて履修者を決定します。 

履修希望者への要

望・事前準備 
ＡＣジャパンのホームページより受賞作品を見て人の心を動かす広告とは・・  を研究しておいてください。 

実務経験を活かし

た授業 

コマーシャル映像の監督および撮影監督の実務経験を現在まで携わってきた教員たちがコマーショル映像や公共CMの役割

と構成の考え方を指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 伝達デザイン演習Ⅰ 

学年 3 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
◎山本 敦、阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、真壁 友、水川 毅、山田博行、相澤千晶、石川竜太、佐野

公康、嶋田 清、角田 誠、溝口俊哉 

授業の概要及び 

テーマ 

社会・企業・地域・家族または商品・サービス等はさまざまな問題を抱えている。伝達デザイン演習では、それらの問題を

抽出し、今までとは異なる視点でコンセプトを描き上げ、視覚によるコミュニケーション（伝達）に焦点をあてて、問題が

解決できるようなツールを制作する。扱う分野としては、広告、VI、エディトリアル、web、インフォグラフィックス、コ

マーシャルフィルム、広告写真、パッケージデザイン、商品企画・開発等々多岐にわたるが、それらを複合的に取り上げて

演習を行う。 

達成目標 

・ 視覚的なアプローチで問題解決に当る際に、課題解決に先立って問題の発見が先ず重要となる。そのための調査研究を

どのように行ったかを論理的に展開できることを目標とする。 

・ ターゲットのインサイトを捉えた新しい視点による創造的問題解決の達成と、より仕上げにこだわるダミー制作の達成

を目標とする。 

・ また他者にモノやコトを伝えるための効果的なプレゼンテーション能力を身につけることも目標に据える。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 ガイダンス 第１課題出題 

02 デザインチェック 制作 

03 デザインチェック 制作 

04 デザインチェック 制作 

05 発表、講評、提出 

06 第２課題出題 

07 デザインチェック 制作 

08 デザインチェック 制作 

09 デザインチェック 制作 

10 発表、講評、提出 

11 第３課題出題 

12 デザインチェック 制作 

13 デザインチェック 制作 

14 デザインチェック 制作 

15 発表、講評、提出 

成績評価基準 
提出課題作品 70%、授業参加態度・制作姿勢 30% 

課題提出が締め切りを過ぎた場合は最終評価から減点します。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書） 適宜指示する。 

参考書・参考資料等 適宜指示する。 

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
授業終了時に指示された次回までに調査等、自学自習内容を準備する事。遅刻厳禁、課題提出日厳守。 

実務経験を活かし

た授業 
 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 伝達デザイン演習Ⅱ 

学年 3 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 ◎山本 敦、阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、真壁 友、水川 毅、山田博行、相澤千晶、石川竜太 

授業の概要及び 

テーマ 

伝達デザイン演習 I に引き続き、社会・企業・地域・家族または商品・サービス等はさまざまな問題を抱えている。伝達デ

ザイン演習では、それらの問題を抽出し、今までとは異なる視点でコンセプトを描き上げ、視覚によるコミュニケーション

（伝達）に焦点をあてて、問題が解決できるようなツールを制作する。 

扱う分野としては、広告、VI、エディトリアル、web、インフォグラフィックス、コマーシャルフィルム、広告写真、パッ

ケージデザイン、商品企画・開発等々多岐にわたるが、それらを複合的に取り上げて演習を行う。 

達成目標 

・ 視覚的なアプローチで問題解決に当る際に、課題解決に先立って問題の発見が先ず重要となる。そのための調査研究を

どのように行ったかを論理的に展開できることを目標とする。 

・ ターゲットのインサイトを捉えた新しい視点による創造的問題解決の達成と、より仕上げにこだわるダミー制作の達成

を目標とする。 

・ また他者にモノやコトを伝えるための効果的なプレゼンテーション能力を身につけることも目標に据える。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 第１課題出題 

02 デザインチェック 制作 

03 デザインチェック 制作 

04 デザインチェック 制作 

05 発表、講評、提出 

06 第２課題出題 

07 デザインチェック 制作  

08 デザインチェック 制作 

09 デザインチェック 制作 

10 発表、講評、提出 

11 第３課題出題 

12 デザインチェック 制作 

13 デザインチェック 制作 

14 デザインチェック 制作 

15 発表、講評、提出 

成績評価基準 
提出課題作品 70%、授業参加態度・制作姿勢 30% 

課題提出が締め切りを過ぎた場合は最終評価から減点します。 

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書） 適宜指示する。 

参考書・参考資料等 適宜指示する。 

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 
授業終了時に指示された次回までに調査等、自学自習内容を準備する事。遅刻厳禁、課題提出日厳守。 

実務経験を活かし

た授業 

非常勤の先生方は、現在実際にデザイン業務を行なっている先生方が指導する。また専任教員も実務経験を要する教員が

指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 表現デザイン演習Ⅰ 

学年 3 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
◎松本明彦、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、御法川哲郎、伊藤彰剛、大河原健太、大西隆介、五島一浩、早園

真己、本間 純 

授業の概要及び 

テーマ 

視覚デザイン領域における表現技法と技術を磨き、個々の持つ豊かな感性を活かして表現することを学ぶ。また、グラフィ

ックデザインの知識や技術と感性を融合させ、視覚デザイン表現で提案し、社会と繋げて行くことを学んで行く。その表現

方法は、イラスト、写真、映像、デジタル等多岐に渡る。 

また表現デザイン演習 I の成果を表現デザイン演習Ⅱに繋げ、最終的にはその成果を個人の作品集にまとめ、発表をする。 

達成目標 

グラフィックデザインの知識や技術と感性を融合させ、視覚デザイン表現で提案し、社会と繋げられるようになることを

目的とする。その視覚デザイン表現方法は問わないが、自己完結に終わることなく、社会に向けてプレゼンテーションでき

るものとする。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01～06 ポスター表現 

07～13 アーティストの最新作 

14   発表 

15   展示 

成績評価基準 
課題 60％ 

積極性など授業態度 40％  

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等  

用具 課題によって適宜指示を出す。 

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

この授業は、多くの非常勤講師がいらっしゃいます。いろんな分野のいろんな先生方から、多くのことを吸収し、自分の作

品に生かして行ってください。 

課題スケジュールを確認した上で、自分で予定を立て、スケジュール管理をしてください。課題提出締切は厳守です。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィックデザイナー、イラストレーター、写真家、映像作家など、プロとして実践経験のある教員が、その経験を生か

して指導する。 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 表現デザイン演習Ⅱ 

学年 3 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 4 

担当教員 
◎松本明彦、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、御法川哲郎、大塚いちお、大西隆介、川上典李子、木場明義、シ

ミズダニヤスノブ、白井里実、丸山 晶、山本裕子 

授業の概要及び 

テーマ 

視覚デザイン領域における表現技法と技術を磨き、個々の持つ豊かな感性を活かして、表現デザイン演習 I で学んだこと

を活かしながら、より深く学んで行く。また、グラフィックデザインの知識や技術と感性を融合させ、視覚デザイン表現で

提案し、社会と繋げて行くことを学んで行く。その表現方法は、イラスト、写真、映像、デジタル等多岐に渡る。 

また表現デザイン演習 I の成果を表現デザイン演習Ⅱに繋げ、最終的にはその成果を個人の作品集としてまとめ、発表を

する 

達成目標 

グラフィックデザインの知識や技術と感性を融合させ、視覚デザイン表現で提案し、社会と繋げられるようになることを

目的とする。その視覚デザイン表現方法は問わないが、自己完結に終わることなく、社会に向けてプレゼンテーションでき

るものとする。 

従って、その成果を学外に向けて、個人の作品集という形でプレゼンテーションする。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01 02 総合課題 

03 04 ワークショップ 

05～08 総合課題 

09 発表 

10 展示 

11～13 作品集の制作 

14 発表 

15 展示 

成績評価基準 
課題 60％ 

積極性など授業態度 40％  

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

この授業は、多くの非常勤講師がいらっしゃいます。いろんな分野のいろんな先生方から、多くのことを吸収し、自分の作

品に生かして行ってください。 

課題スケジュールを確認した上で、自分で予定を立て、スケジュール管理をしてください。課題提出締切は厳守です。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィックデザイナー、イラストレーター、写真家、映像作家など、プロとして実践経験のある教員が、その経験を生か

して指導する。  

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 ゼミⅠ〈視覚デザイン学科〉 

学年 3 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 2 

担当教員 
◎阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、 

真壁 友、松本明彦、水川 毅、御法川哲郎、山田博行、山本 敦 

授業の概要及び 

テーマ 

４年生の卒業研究へ繋げていくことも踏まえ、広告、Web、写真、映像、イラストレーション、ブランディング、デジタル、

アートプロジェクト等視覚デザイン各分野の知識・技術を、ゼミ形式で専門的により詳細に深く学んで行く。 

達成目標 
視覚デザイン各分野の知識・技術を専門的に身に付け、その分野での作品制作が出来る。またその経験を、次年度４年次の

卒業研究に活かせる。インターンなどの就活のためにポートフォリオの制作も行なっていく。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

各ゼミの担当教員により授業計画は異なるので、確認すること。 

（一例） 

01 ポートフォリオ 

02～06 課題制作 

07 ポートフォリオ中間チェック 

08～09 課題制作 

10   講評 

11～14 課題制作 

15   講評 

成績評価基準 
課題 60％ 

積極性など授業態度 40％  

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書） 適宜指事します 

参考書・参考資料等 適宜指事します 

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

これまで学習してきた課題を復習し、授業課題に対する各自の問題を発見しておく。 

それぞれの課題におけるテーマやその目的を理解し、各々の問題解決のための方策を探り、課題に取り組む姿勢を持つこ

と。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィック、広告、WEB、イラストレーション、ブランディング、映像、写真などそれぞれ実務経験を要する専門教員が

担当 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 ゼミⅡ〈視覚デザイン学科〉 

学年 3 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 2 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、徳久達彦、◎真壁 友、松本明彦、水川 

毅、御法川哲郎、山田博行、山本 敦 

授業の概要及び 

テーマ 

４年生の卒業研究へ繋げていくことも踏まえ、広告、Web、写真、映像、イラストレーション、ブランディング、デジタル、

アートプロジェクト等視覚デザイン各分野の知識・技術を、ゼミ形式で専門的により詳細に深く学んで行く。またポートフ

ォリオについても各ゼミの先生の指導により制作する。 

達成目標 
各視覚デザイン分野の知識、技術を専門的に身に付け、その分野での作品制作が出来る。またその経験を、次年度 4年生時

の卒業研究に活かせる。  

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01～04 課題制作 

05   講評 

06～09 課題制作 

10   講評 

11～14 課題制作 

15   講評 

成績評価基準 
課題 60％ 

積極性など授業態度 40％  

出席・遅刻の基準 履修ガイドの通り 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

その専門分野の教員の元で、他の授業では学びきれない、より深い知識や技術をゼミⅡで学んでいきます。敢えて広く学ぶ

ために自分の専門分野以外を選択したり、４年生の卒業研究も視野に入れ、そこに繋げていくことも考えて自分の専門分

野のゼミⅡを選択するのもいいでしょう。 

いずれにせよ、自分の将来を見据えてゼミを選んでください。迷うようであれば、各研究室を積極的に訪ね、各教員と相談

するといいでしょう。教員は歓迎します。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィック、広告、WEB、イラストレーション、ブランディング、映像、写真などそれぞれ実務経験を有する専門教員が

担当 

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 卒業研究Ⅰ〈視覚デザイン学科〉 

学年 4 

開講期 前期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 3 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、◎真壁 友、松本明彦、御法

川哲郎、山田博行、山本 敦 

授業の概要及び 

テーマ 

個人または共同で、特定のテーマに基づいた「制作」、「制作および論文」または「論文」を行います。 

これまでの演習・実習課題と大きく異なる点は、テーマを自ら設定する点で、また研究期間も長期に及びます。これまでの

三年間での学習経験を基に、一年間を費やして研究するに値するテーマを設定し、各々がデザインによる実践を進めてい

きます。 

達成目標 

中間発表までに、テーマにもとづいた情報収集・調査・分析をしっかりと行なうこと。その中から明快なコンセプトと自分

のオリジナリティを結びつけた「制作物」の試作または論文の「構想」を発表する。 

中間発表の分量ややり方については適時指示をする。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01～02 テーマ・コンセプトの立案、提示 

03～04 スケジュール計画 

05～06 各テーマによる情報収集、調査、分析 

07～08 「制作物」または「論文」の検討、試作 

09～14 中間発表用制作 

15   中間発表 

成績評価基準 

作品および論文 45％ 

研究過程 30％ 

研究態度 15％ 

努力成果 10％ 

出席・遅刻の基準 指導教員による 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等  

用具  

履修制限等  

履修希望者への要

望・事前準備 

卒業研究は大学における学習の総決算であり、社会へ踏み出すための重要なプレゼンテーションです。４年間の成果とし

て充実した作品にしてください。 

毎回のゼミでは、前回のゼミより、何かしらの進んだ成果を見せてくれることを期待します。そのために制作に没頭して下

さい。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィック、広告、WEB、イラストレーション、ブランディング、映像、写真などそれぞれ実務経験を有する専門教員が

担当  

 



長岡造形大学 シラバス２０２０ 

〔専門教育科目（視覚デザイン学科）〕 

 

科目名 卒業研究Ⅱ〈視覚デザイン学科〉 

学年 4 

開講期 後期 

必修/選択 必修 

授業形態 演習 

単位数 3 

担当教員 
阿部充夫、天野 誠、吉川賢一郎、金 ボンス、徳久達彦、長瀬公彦、ヨールグ ビューラ、◎真壁 友、松本明彦、御法

川哲郎、山田博行、山本 敦 

授業の概要及び 

テーマ 

個人または共同で、特定のテーマに基づいた「制作」、「制作および論文」または「論文」を行います。 

これまでの演習・実習課題と大きく異なる点は、テーマを自ら設定する点で、また研究期間も長期に及びます。これまでの

三年間での学習経験を基に、一年間を費やして研究するに値するテーマを設定し、各々がデザインによる実践を進めてい

きます。 

達成目標 

卒業・修了研究展前に行われる、卒研最終発表時に作品が完成していること。内容、規模ともに、四年間の研究の集大成と

なるものを目標とする。コンセプトが明快で、客観性がありながらオリジナリティーがある作品を制作する。分量は、平面

作品換算で B１を６枚以上。平面に換算できないものは、個別にそれに相当するかを教員が協議し判断する。 

学位授与方針（ディ

プロマポリシー）と

の関連 

社会人基礎力／構想力／造形力を養う授業 

授業計画 

01～03 中間発表に基づく内容の修正～制作 

04～11 制作（11 月に中間発表） 

12～14 展示計画、実施 

15   研究発表 

成績評価基準 取り組み姿勢と成果物評価 80％、展示およびプレゼンテーション評価 20％ 

出席・遅刻の基準 指導教員による 

テキスト（教科書）  

参考書・参考資料等 
各自テーマ・制作に必要な資料を取得・収集すること。 

各指導教員より適宜指示する。 

用具  

履修制限等 本科目は卒業研究Ⅰの単位を修得していなければ履修できない。 

履修希望者への要

望・事前準備 

卒業研究は学部４年間の集大成として位置付けられている。 

長期計画の基に各自がテーマを立案し、それぞれの手法にて段階ごとに具体的成果を望む。 

最終発表には充実した研究作品と成果発表を期待する。 

実務経験を活かし

た授業 

グラフィック、広告、WEB、イラストレーション、ブランディング、映像、写真などそれぞれ実務経験を有する専門教員が

担当   
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