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1

in the ROOM

1

世界で愛されるマンガやアニメ
今や日本を代表するサブカルチャーとして世
界中で親しまれているマンガやアニメ。皆さ
んにもお気に入りの作品がきっとあるはず。
何気なく楽しんでいるそれらの中には、アイ
デアや作画力、編集スキル、考え抜かれたキ
ャラクターデザインなど、たくさんの技術と
才能が詰め込まれています。

朝起きて、部屋でちょっとくつろいでから、

お気に入りの服やアクセサリーを選んで身支度。
趣味や個性を反映するインテリアなどの

Culture

2

さまざまなデザインが、今日もあなたをワクワクさせます！

アニメーション科
卒業制作「Hollow」

3

1

マンガ科 ストーリーマンガ専攻
卒業制作「トワールに夢を」

2

Art Works
部屋を飾るアートワーク

1 点飾るだけで、部屋の雰囲気をがらりと変
えるアートワーク。センスのあるインテリア
に仕立てるだけでなく、見る人の心に元気や
癒しをもたらす効果もあります。ドローイン
グや写真、立体
作品などさまざ
まな手法やデザ
インで作られた
アートワークは、
日常を豊かなも
のに変えるうる
おいそのもの。

クリエイティブアート科
卒業制作

Pick up project !

3

大切にしているアクセサリー

ロックバンドの魅力を伝える
ライブ告知ポスターを制作。
TDA ではカリキュラムの一環として、企業とコラボレーション
しながら実際のビジネスやイベントで使用されるデザインの制
作を行っています。右の作品は、デザインプロダクションでデ
ィレクターを務める卒業生からの依頼でグラフィックデザイン
科 の 1 年 生 が 挑 戦 し た 、4 人 組 ガ ー ル ズ ロ ッ ク バ ン ド
「 LAZYgunsBRISKY 」のポスターデザイン。Twitter を使った投
票企画も行われ、大賞に選ばれた作品が実際のライブ告知や T
シャツデザインに使用されました。

2

Accessory

受賞者（前列）とバンドメンバー（後列左 4 名）

お洒落のアイテムとして、あるいは誕生日や
記念日の贈りもの、さらには結婚の誓いとし
て、アクセサリーは人生の大切なシーンに欠
かせません。職人がさまざまな素材や加工技
術を駆使して丁寧に作り上げたアクセサリー
は、ときに芸術作品のような価値さえも感じ
させます。

グラフィックデザイン科 1 年
YEMINMA NIKORA SALIM

ファッションアクセサリー科
ジュエリー制作／リング・ピアス

3

in the CAFE

4

Lighting
居心地をつくり出す照明

空間の雰囲気を左右する重要な要素の一つが
照明。明るさはもちろん、光の色味や配置、
シェードの形など、細かくデザインされて店
内の照明計画が決まります。カフェやショッ
プの店内だけでなく、街頭やビル・公園など
のイルミネーシ
ョンにも、照明
デザイナーのセ
ンスとスキルが
活きています。

お洒落なカフェで待ち合わせると、それだけで気分が上がるもの。

実はその裏側では、お客様にどんな気持ちで過ごしてもらいたいかを
たくさんのデザイナーたちが考え、趣向を凝らしながら
照明や家具、看板やメニューなどをデザインしているのです。

インテリア
デザイン科
インテリア雑貨

4

「照明」

5

Furniture
思わず憧れる椅子やテーブル

6

ナチュラルやレトロ風など、お店の個性を彩
るカフェインテリア。好きなカフェのアイテ
ムを、家具選びの参考にしている人も多いの
では？ 機能性や心地よさが求められる家具
デザインは、見た目はもちろん素材や工法に
関する知識も必須。
センスと技の融合
が、素敵な家具を
生み出します。

インテリアデザイン科
インテリアデザイン・
コーディネート専攻
ファニチャー「イス」

5

6

Package
お洒落なパッケージ

素敵な包装や容器などのパッケージは、買う
人の心をときめかせます。同時に、そのブラ
ンドの個性や魅力を引き立て、周知させる役
割も。お客様の嗜好や心をとらえる企画力や、
ブランドの世界観を的確に表す表現力があっ
てはじめて、優れたパッケージデザインが出
来上がります。

Pick up project !
素材と照明で自然を表現し、
北海道らしいバーの内装をデザイン。
全国でリース店舗の建設・運営を行う株式会社ジャスマックか
らの依頼で、インテリアデザイン科の 2 年生が札幌の商業ビル
にできるバーのデザイン提案に取り組みました。49 作品の中
から選ばれたのは、チョウ ホウホウさんの作品「木漏れ日」。北
海道の森にある石造りの小屋をテーマに、小穴を開けたコンク
リート壁の裏に LED 照明を入れて木漏れ日を表現するなど、自
然を感じさせる工夫が評価されました。このデザインが実際に
店舗に施工される予定です。

インテリアデザイン科 2 年

チョウ ホウホウ

ビジュアルデザイン科 卒業制作
撮影協力：ラデュレ青山店

4

5

in the STREET

Advertising

7

興味を刺激するさまざまな広告
新商品やイベントの告知、ブランドのプロモ
ーションなど、街にはたくさんの広告があふ
れています。広告を作るには、デザイン技術
はもちろん、プランニング力や編集的視点が
欠かせません。目的に応じて考え抜かれた広
告デザインは、人の目を楽しませるだけでは
なく、行動さえも変える力を持っています。

ショッピングの帰り道。用事は済んでも、まだまだ帰りたくない！
そう思ってしまうのは、広告やウインドウの斬新なデザイン、
ショッピングバッグや看板に描かれた心躍るイラストが、

私たちに街を歩く楽しみと刺激をもたらしてくれるからかもしれません。

グラフィックデザイン科 広告デザイン専攻
アドバタイジング・SP/SPメディア広告

7

Window Display

8

8

思わず目を引くウインドウ
街にある素敵なウインドウディスプレイは歩
く人々の心や興味を惹きつけます。商品や施
設の魅力をディスプレイによって伝えるのは、
空間デザイナーやディスプレイデザイナーの
仕事。空間をい
かに魅力的に演
出するか、一つ
のウインドウに
はプロのセンス
と力が凝縮され
ています。

9

空間ディスプレイデザイン科
ショーウインドウディスプレイ／
ネイルショップのウインドウ

9

Pick up project !

想像が広がるイラストレーション
書籍や雑誌はもちろん、パッケージやショッ
ピングバッグ、広告、看板など、私たちの身
のまわりの至る所で多彩なタッチのイラスト
レーションが使われています。写真や言葉で
は表現が難しい部分を豊かに描き
出せるのは、イラストレーション
ならではの力。見る人の想像力を
広げ、心を惹きつけます。

学生たちによる大型ディスプレイが
銀座のクリスマスをより華やかに。
買い物客でにぎわうクリスマスの銀座。名鉄グループの株式会
社メルサが運営する商業施設「 EXITMELSA 」のショーウインド
ウを、高さ 6m の大型クリスマスディスプレイが彩りました。
実はこれをデザインしたのは、空間ディスプレイデザイン科の
2 年生！ 学生たちは授業の一環としてディスプレイデザインを
提案し、社長も出席したプレゼンテーションを経て制作が実現。
お披露目式ではマスコミ取材を受けるなど、学生たちの貴重な
体験になりました。

Illustration

空間ディスプレイデザイン科 ２年
カ シュン 謝 ウンシン
カン ソンジン チョウ ビョウ
松嵜 香奈美

イラストレーション科 絵本専攻
卒業制作「ピコとニコのかくれんぼ」

ゴウ カセイ
グラフィックデザイン科２年

松井麻奈美 布川花音

撮影協力：Zoff 原宿店

6

7

Start !

05

01

恋愛

03

02
03

液晶モニター

流行

ケータイでハマって
いるのはどちら?
ゲーム
小説

02

ダイエットはどんな
方法ならできると思う?
スポーツ
食事制限

センスがいい

玄関

服

部屋

08

10

マンガをよく読むのは
どんなテーマ？

お祭り
展示会

13
14

ミステリー

17
18

14

返信

予習と復習では、
予習の方が大事だと思う

送信

恋のライバルが登場したら
どうする ?

海外ドラマでよく観るのは
どこの国のもの？

20
21

味方を増やす
張り合う

23
24

キツネ
博物館

18
20

ストレス発散にしているのは
どんなもの ?
カラオケ
グルメ

幹事役としていいお店を
選ぶのが好き

18

YES

友だちを呼ぶときに
言うのはどちら ?

NO

D Type
E Type

24
25

21

21
22

ウサギ

A Type

25

「何で?」

24

ビデオカメラ
デジカメ

B Type
C Type

名前

22
23

P26

イラストレーター タイプ
P34

Illustration

マンガ家 タイプ
Manga

P42

アニメーター タイプ
Animation

P50

F Type
G Type

インテリアコーディネーター タイプ
Interior Design

P58

住まいの中で家具や空間にこだわるあなた。ス
テキなインテリアを部屋に揃えるのが好きなは
ず。快適な暮らしづくりを目指して。

H

ディスプレイデザイナー タイプ
Space Display Design

P66

ケータイ、カバンなど何でもデコるのが好き。
街を歩いていてもショーウインドウが気になる
はず。魅力的な飾り付けができそう。

25

あなたがデザインするなら
どちらをしたい ?
ショップ

ニックネーム

Graphic Design

マンガ好きで、読むことも描くことも大好きな
あなた。登場人物を構成してストーリーを作る
表現力なども持っていそう。

G

好きになる人は友だちから
なんて言われている ?

「オシャレ～」

グラフィックデザイナー タイプ

あなたはマンガの中でも動画好きみたい。映画
やアニメ番組に関心が湧き、好きなマンガを映
像に演出できることにハマるはず。

いつも持ち歩きたいと
思うのはどちら？

22

P18

Creative Art

絵を描くのが好きなあなたは、ものごとを観察
する力にも優れているはず。人の心を動かす
キャラクターも描くことができそう。

F

ペットにするなら
どちらの動物がいいと思う ?

17

15

ひとことでデザインやクリエイティブと言っても、さまざまな職種があります。
あなたは、どんなクリエイターを目指したいですか?
あなたの「好き」から、向いているクリエイタータイプを診断してみましょう。

23

20

美術館

19
15

タレントで好きなのは
どちらのタイプ?

8

18
19

D

E

自分のセンスを磨くのに
行く場所は ?

アーティスト タイプ

好奇心旺盛で、いろいろなものからインスピレー
ションを受けるあなた。PC でデザイン作品を
作ることにも興味津々なはず。

たくさんのデザインからぴったりを見つけよう

19

P10

Visual Design

チームでひとつの作品を作り上げるのが好きな
あなた。リーダーシップがあり美意識も高く、
美術監督としても活躍できそう。

C

13

アメリカ

アートディレクター タイプ

個性派のあなたは人と同じことはイヤ。誰も思
いつかない独創的な感性を持つ芸術家として人
を驚かせるはず。

15
16

韓国

A

B

家族と旅行するなら
どこに行きたいと思う？

サクセスもの

08
09

LINE をするのに
多いのはどちらの方 ?

モデル

友人と

16
17

12

イベントで行きたいと
思うのはどんなもの？

16

芸人

14
15

ひとりが多い

12
13

あなたはどのクリエイタータイプ ?

NO

ファストフード

テーマパーク

11
12

ファッションで気を
つかっているのは何?
靴

YES

ファミレス

掃除をするときに
まずはじめるところは?

04

04
05

頭がいい

気軽

07

10
11

06

06
07

ショッピングは誰かと
一緒に行っている？

温泉

恋をしてしまいやすいのは
どんなタイプ?

！
に診 断

09

友だちとのおしゃべりで
話題になるのは?

電車に乗っていて
気になるのはどちら?
吊り広告

11

友だちと集まることが
多いのはどんなお店？

アクセサリー

I

アクセサリーデザイナー タイプ
Fashion Accessory

P74

手先が器用で美しいものを作るのが好きなあな
た。時間のかかる作業も苦にならないはず。ア
クセサリーならなおさら！

H Type
I Type
9

VISUAL
DESIGN

ビジュアルデザイン科
［ 3年制 ］

職業実践専門課程

ビジュアルデザイン専攻

WHAT IS VISUAL DESIGN?
イラストレーションや写真、グラフィック、映
像など、視覚的な表現で伝達することを目的と
したデザインの総称を、ビジュアルデザインと
言います。３年間の授業を通じ、PV
（プロモー
ションビデオ）から広告、商品パッケージ、
Web、雑誌など、メディアを総合的に学び、
デザインの基礎や造形力、映像制作技術など、
幅広いスキルを習得。デジタルコンテンツ共有
の環境が整った現代では、映像から印刷まで、
さまざまなメディアを自在に操り、表現するク
リエイターの登場が各分野で待たれています。

身 につくスキル

10

FIND YOUR FUTURE
デザイン基礎力

グラフィック
デザイン力

映像&Web
デザイン力

デザインソフト
操作スキル

現場適応力

「デザインをする」
ためのベー

基礎造形を軸にグラフィック

Web・映像の実務知識と実践

IllustratorやPhotoshopを中

３年間で１人約７つの企業課

スとなる技術を身につけるた

デザインの基礎から学習し、

スキルを磨きます。デジタル

心に、ビジュアルデザインに

題と４つのデザインコンペに

め、デッサンや色彩、構成な

印刷、Web、映像などさま

とアナログをバランスよく融

欠かせない８つのソフトの操

参加
（2019年度実績）
。自分

ど、基本となる技術を繰り返

ざまなメディアに適した表現

合させ、新しい時代に必要な

作スキルを学びます。また、

の作品について、学外の評価

プロデューサー

し学びます。

を身につけます。

感性を養います。

DTP検定の取得も目指します。

を知ることができます。

プランナー

アートディレクター
グラフィックデザイナー
Web デザイナー
デジタルクリエーター

11

見せるだけでなく「伝える」
デザインスキルをトータルに学ぶ

3

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE

養ったスキルで企業課題や卒業制作に取り組む

年次

□ 映像制作実習

□ デザイン研究

デザインの基礎から今求められる専門スキルまで、初心者でも

CREATIVE ART

３年間で習得できるカリキュラムは美術大学にも引けを取りま

授業の特徴

せん。また、DTPや情報デザイン、色彩など各種検定試験対応
の授業で資格取得を目指します。企業研修や企業課題では、リ
アルなデザインワークを体験し、実践力を身につけます。
２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

デザインの表現と技術の基礎を学ぶ

□ デザイン構成

してさらに映像表現を探究し

絵の具の着彩まで、基本的な

ていきます。また、企業から

画材の技法を学びます。クリ

依頼されたPV制作でキャラ

エイターとしての視点を持つ

クターアニメーションにも取

第一歩の学習です。

り組みます。

お

す
すめ
！

が

お

め！
すす

撮 影か
ら
一 連の 編 集まで
流れを
習得

企業とのコラボレーション課題を中心に、企画、制作からプ
レゼンテーションまで行います。企画に合わせて表現メディ
アも自分たちで選択し、グループワークにも取り組みます。

一眼レフカメラを使い、写真の
法を学びます。カタログ用の商

視覚化する課題などに取り組みながら、視覚伝達デザイン

品撮影やフォトレタッチ、写真

に必要な基本スキルを身につけます。

集の制作も行います。

年次

企業のブランド戦略やユ
ニバーサルデザインにつ
いて学びます。また、エ
コの問題提起と解決の提

実践的な課題で応用力を身につけ、就職活動に備える

案をテーマとした課題に
取り組み、優秀作品につ

□ アートワーク

□ 広告コミュニケーション

いては毎年、エコプロダ
クツ展に出展しています。

さまざまな画材を試しながら
表現力を磨きます。さらにそ
の表現力を最大限に活かして、
ブック、セルフブランディン
グに展開していきます。

め！

切磋琢磨し互いを高め合い、
プロへと続く道を共に歩みましょう！

コーディングの基礎からデザイ

新 聞・雑 誌 な ど の 広 告 と

ンまで学びます。WEBデザイ

セールスプロモーションに

ナーを目指すだけでなく、さま

おいて、メディアミックス

モノを作ることに喜びを感じたら、その次にはそれを発表するステー

ざまなメディアをディレクショ

によるデザインワークを行

ジが待っています。 お互いの作品を見せ合い、評価し合い、刺激を

ンできる人材になるための授業

います。朝日広告賞の応募

受け合い、切磋琢磨し高め合う。その先にはプロへの道が続いていま

のひとつでもあります。

作品制作も行います。

す。共に歩みましょう。

ビジュアルデザイン科 講師

清水儀久
フリーランスのグラフィックデ
ザイナー。多摩美術大学デザイ
ン科グラフィックデザイン専攻
卒。CI、VI、サイン、Web、パッ
ケージ等のデザイン業務の傍ら、
iPhoneアプリの開発も行う。
2014年医療ガス供給設備［ユ
ニライン］でグッドデザイン賞
金賞を受賞。

CAREER COURSE
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ここが お す

□ WEBデザイン

す

FROM TEACHERS

プロの
仕 事を
肌 で実
感

FASHION ACCESSORIES

具体的な本の装丁やアート

SPACE DISPLAY DESIGN

2

□ コーポレートコミュニケーション

INTERIOR DESIGN

基礎から、カメラ操作、撮影技
色や形、大きさや配置による効果について学びます。音を

ANIMATION

カメラ
マンか
技 術が
ら
直接学
べる

MANGA

これまで学んだスキルを活か

鉛筆デッサンの基礎から水彩

が
ここ

□ 写真

□ ドローイング

こ
こ

年次

※希望者のみ

１時限目

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

13

CREATIVE ART

学生作品

発想力と技術力を
基礎から学び、
表現力の高い作品を目指す

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

3年間という履修期間を最大限に活かし、印刷・
Web・映像といったさまざまなメディアに共通する
デザインの基礎を丁寧に学びます。また、技術だけ
でなく発想力を養うことで表現の幅を広げ、納得の
２年 Webデザイン
「ポートフォリオ」

GR APHIC DESIGN

いく作品を完成させることができるようになります。

ILLUSTR ATION
ANIMATION

３年 卒業制作「I SH e」 個人の生き方や多様性を伝えるプロモーション

３年 卒業制作「milty」
通販雑貨のブランディングと
１年 写真「写真集」

商品企画

２年 広告コミュニケーション「朝日新聞広告賞」審査委員賞

ントやユーザーのことを考えてデザイ

のイメージがつかめず高3の冬に急遽

ンをする楽しさを知り、街で広告を見

進路を変更。ずっと好きだった絵や写

かけると表現の意図などをつい考えて

真に関わる仕事を目指そうと、3年間

しまいます。自分で撮った写真をレイ

じっくりデザインを学べるTDAへ入

アウトして本にまとめたり、某メー

学することに。今はどの授業も本当に

カーの歯磨き粉の広告を作るプロジェ

楽しくて、思い切って正解でした！

クトに参加したり、デザインについて

特に好きなのは広告の授業。クライア

幅広く学べる充実した毎日です。

CAREER COURSE
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３年 映像制作実習「ミュージックビデオ」

大学進学を予定していましたが、将来

横浜清陵高等学校出身

清家綾香

FASHION ACCESSORIES

3年制で幅広くじっくり学びながら、
楽しいと思えるデザインを見つける！

ビジュアルデザイン科
神奈川県立

SPACE DISPLAY DESIGN

STUDENT'S VOICE

２年 ブランディングデザイン
「商品パッケージ企画」

INTERIOR DESIGN

２年 広告コミュニケーション「シーズンキャンペーン広告」

３年 卒業制作「Over flower」
インクの商品ブランディング

MANGA

１年 インフォグラフィック
「ダイアグラム」

15

多彩なステージで活躍する、
ビジュアル表現のプロに
ポスター、広告や雑誌の誌面、Webサイトやテレビ

株式会社オンド

ンツのデザインなど、私たちのまわりには、ビジュア

脇山早紀 SAKI WAKI YA M A

CREATIVE ART

CM、PC・スマートフォンを活用したデジタルコンテ

将来の仕事

季節を彩る百貨店の
キャンペーンツールをディレクション

ルが人の心を動かすシーンがたくさん。卒業後は、グ
ラフィックデザイナーやアートディレクターなど、幅

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

Web
デザイナー

制作するメディアやツールの
世界観を創り出す演出家

ポスター、Web 、冊子…
デザインのオールラウンダー

ユーザビリティを考慮した
サイト制作のキーパーソン

企画から携わり、写真等の選定や、カメ

画像とタイポグラフィを組み合わせ、ポ

画像や文字のレイアウトを工夫し、また、

ラマンやモデルなどの人選、コピーの決

スター、カタログ、広告、雑誌の誌面な

動画・音声なども効果的に使い、Webサ

定など、ビジュアル面を総監修します。

ど、平面のデザインを手がける職業です。

イトをデザインする職業です。

デジタル
クリエイター

プロデューサー

プランナー

マルチメディアを駆使し、
多彩な表現でコンテンツ制作

企画提案から完成まで
プロジェクトの舵取り役

メッセージが伝わる
広告やCMの組み立て役

PCを用いて、音声や映像、文字を組み

クライアントの要望に応じ、企画提案を

クライアント
（広告主）
が商品に関して伝

合わせたデジタルコンテンツを制作しま

行い、予算、スタッフ、スケジュール管

えたいことを把握し、広告やCMの企画

東武百貨店で配布されている化粧品に関する折り込みチラシも制作。女性を意識したピンク色を基調にし、イメー

制作の際の必需品だというノート。アイデ
アを書き出しながら、イメージの整理を行

す。さまざまなメディアで活躍します。

理など、プロジェクト全体を統括します。

を立て、プレゼンテーションをします。

ジキャラクターもあわせてデザインした。ちなみに、登場する女性や猫のイラストは、脇山さん自身が描いたもの。

うのだとか。

東武百貨店のクリスマスキャンペーンでは、
ショップ袋、カタログ、メッセージカード
などをデザイン（左）。また、館内のサイ
ネージで放映する動画の制作にも携わった
（上）。

ANIMATION

実は学生の頃から、クライアント

百貨店さんのポスターやノベルティ、

の要望を解決するモノづくりに興味

【グラフィックデザイナー】

がありました。実際、卒業制作では

コスメのキャンペーンにアートディ

企業の商品企画を行ったのですが、

ンを担当。
さまざまな情報が1枚のポスターに入るよう制作する。

レクターとして携わっています。

一から企画内容を考えるのが本当に

2016年のクリスマスの案件では、

楽しかったのを覚えています。

ファッションやインテリアブランドなどのホーム
ページを制作。クライアントの意見をくみ取り、
四季株式会社

黒田治美
2007年卒業

挙動を考えながらデザイン制作。
ダイアモンドヘッド株式会社

司馬 渓 2015年卒業

クライアントから提示されたテーマ

今、制作の仕事をしていて思うの

に基づき、
「フラワーサンタ」
という

は、学生のうちから好きなものを明

キャラクターがクリスマスプレゼン

確にするべきだったということです。

トを届けるというコンセプトを作り、

私にはそれがなかったので、社会人

ビジュアルを制作していきました。

になってからアイデアの引き出しを

現在はクライアントとの打ち合わ

増やすのに時間がかかりました。そ

せから得たものを形にし、要望に応

の点、TDAがある原宿は勉強にな

えていくところに面白さを感じてい

るお手本がたくさんあります。都内

PROFILE：

ます。その結果
「こういうのが欲し

の美術館にもアクセスしやすい環境

かった！」
と言われると、
「仕事が楽

なので、ぜひ大好きなものを見つけ

1992年生まれ。千葉県出身。TDA卒業後、
セールスプロモー
ションツールの制作を行う株式会社オンドに入社。現在東武

しい」
と実感できるんです。

てください。

百貨店を中心にノベルティやカタログ制作などのアートディ
レクションを担当。

CAREER COURSE

【Webデザイナー】

FASHION ACCESSORIES

カタログの制作。主にクリスマスや

劇団四季の宣伝担当として、ポスターやチラシのディレクショ

SPACE DISPLAY DESIGN

現在私が担当しているのは、東武

ミュージカルのチラシをつくる

INTERIOR DESIGN

会話を通じて、一から企画を考えられるのが面白い

ブランドのサイトを制作

MANGA

グラフィック
デザイナー

ILLUSTR ATION

アート
ディレクター

先輩たちの実績を紹介！

16

GR APHIC DESIGN

広いメディアで活躍の場が待っています。

未来の職業は？

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE

17

CREATIVE
ART

クリエイティブアート科
［ 3年制 ］

職業実践専門課程

クリエイティブアート専攻

WHAT IS CREATIVE ART?
文字通り、
「アート作品」
を創ること。中学や高
校の美術の授業で習った絵画や彫刻、さらには
デザイン、工芸の延長線上にあります。表現方
法はさまざまありますが、作品そのものに価値
を持つファインアート、さらに、より身近に生
活を彩る多様なデザインの要素、素材としての
アートがあります。アート作品は、美術・芸術
分野のみならず、ビジネスシーンにも広がりを
見せ、その需要は、ますます高まっています。

身 につくスキル

18

FIND YOUR FUTURE
アート制作基礎力

マルチ
クリエイティブ力

平面アート制作力

立体アート制作力

デザインソフト
操作スキル

画材や用具の使い方から、

平面・立体アートのほか、グ

絵画やイラストなど、平面の

１年次は、粘土を使って基礎

PhotoshopやIllustratorなど

デッサンなど、基礎技術を繰

ラフィックやクラフトなどの

アート表現力を育成。生活の

造形力を身につけ、２年次で

の基本操作スキルを習得しま

り返し学び、アート作品を制

表現も体験し、各種メディア

中で活かされる作品、デザイ

石や皮革などの素材の特性と

す。デジタルによるデザイン

作する上で必要な物の見方や

に通用するアートセンスや制

ンの素材としての作品の制作

加工法を学ぶことで、立体

ワークを学ぶことで就職力を

基礎造形力を習得します。

作力を習得します。

ができる力を養います。

アートの表現力を養います。

高めていきます。

アーティスト
美術スタッフ（TV・CM ）
メディアクリエイター
原型師
イラストレーター

19

年次

習得した技術で自らのスタイルを確立

□ アートワークス

「絵を描くことが好き」
「モノを作るのが好き」という想いを大

□ 自由表現ゼミ

切に、一人ひとりの志向や個性を尊重しアートを基礎から体系

CREATIVE ART

授業の特徴

3

少人数授業で自由度の高い
幅広い表現スキルを学ぶ

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE

的に学びます。３年次には少人数ゼミで好きなジャンルを学び、
人や社会とつながるアーティストを目指します。卒業後はデザ
イナー、美術制作、職人など多方面で就職を果たしています。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

画材や用具の使い方、物の見方を学ぶ
□ デザインベーシック

基 礎を
アイデ 学んで
アに活
かす

す
すめ
！

お

デザインのベースである

が
ここ

□ 立体造形

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

色彩や構成をはじめ、文

MANGA

字やマークなどを学び、
デザインの理解を深める
とともに基本的なスキル
を身につけます。

スケジュールを立てて制作します。各自の表現スタイルの確
立と作品の質的向上、さらにアーティストとしての自覚と自

彫刻やクラフト作品などの制作スキルを学びます。立体表現の
基礎はもちろん、さまざまな素材に実際に触れることで、表現

□ 卒業制作

力・発想力も養います。

現代の多様な表現方法を身につける

□ フォトテクニック

が

カメラの使い方やさま

イラストや版画を

ざまな撮影方法、さら

はじめとした、絵

にパソコンによる画像

画のさまざまな表

の補正や加工方法を学

現方法を学習。良

びます。また、各自の

質なデザインマテ

作品を撮影した作品

リアルを生み出す

ファイルを作成します。

ための感性とスキ

生各自の表現を生み出します。
各種メディアや用途を想定した作品づく

自分自身と向き合うことで、

りを行います。実際の企業からの課題を

学生最後の作品ですが、社会

通して、ビジネスシーンでのクリエイ

に向けてのスタートの作品制

ティブワークのあり方を体験します。

作となります。

FROM TEACHERS

10名いれば10通りの未来！

「絵を描く」
「立体造形を作る」
「写真技術を学ぶ」
「デジタルデザイン
制作」
など、さまざまな表現技法を３年間で学んでいきます。新しい

から、簡単な印刷物やホー

チャレンジの中でたくさんの
「引き出し」
が生まれ、卒業生たちもデザ

ムページ、アニメーション

イナーや職人、アーティスト活動など、さまざまなジャンルで未来に

制作などのデジタルテク

向けて歩んでいます。それぞれの成長を目標にともに学んでいきま

ニックについて学びます。

しょう！

学科長

山﨑
﨑りょう
1971年、神奈川県出身。幼い
頃より芸術に魅了され、その道
を志す。
「生命」を根本のテーマ
に掲げ、多素材を使用し、彫刻、
ドローイング等、国内外で発表
を続ける。東京芸術大学卒業。

CAREER COURSE

Macによる描画技術の習得

クリエイティブアート科

FASHION ACCESSORIES

20

すす
め！

□ グラフィックアート

ルを育成します。

□ デジタルワーク

お

将 来の
ビジ
活かせ ネスに
る力を

SPACE DISPLAY DESIGN

年次

素材。それらを活かして、学

ここ

2

３年間で学んだ数々の表現、

INTERIOR DESIGN

己管理能力を養います。

ANIMATION

平面や立体などの表現形式を各自が自由に選択し、プランと

21

CREATIVE ART

学生作品

多彩なスキルと知識から作る
どんなメディアにも
通じる作品

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

デッサンを中心として美術の基礎をしっかりと学び、
絵画、立体造形、さらにデジタルでのグラフィック
デザインなど、さまざまな表現方法を幅広く体験し
ながらそれぞれの個性を見出し、社会から求められ

GR APHIC DESIGN

る、より自由なアート表現を目指します。
１年 デッサン

ILLUSTR ATION
MANGA

３年 自由表現ゼミ
小豆、コーン、米など穀物を使用し、大輪の花を生み出した。

ANIMATION

２年 立体造形

埼玉県立北本高等学校出身

野本有紗

な」という視点で見るようになり、い

のは、粘土に挑戦したかったから。授

ろんな技術を自分の中に取り込むよう

業で粘土作品に取り組んでいると、や

にしています。また、先生の紹介で舞

りたいことがやれているなと実感しま

台美術の仕事のお手伝いをさせてもら

す。立体作品を学ぶことで、絵など平

い、本物の“現場感”を経験しました！

面作品を作るときのパースや奥行き感

私自身、演劇をずっとやってきたので、

も上達しました。最近は美術展に行っ

将来は小道具を作る仕事もできたらい

ても
「どんな技法が使われているのか

いなと思っています。

CAREER COURSE

私がクリエイティブアート科を選んだ

FASHION ACCESSORIES

22

１年 デザインベーシック

幅広い技術を吸収して、
将来は舞台美術の世界で活躍したい

クリエイティブアート科

SPACE DISPLAY DESIGN

３年 自由表現ゼミ

１年 アートテクニックB

２年 グラフィックアート
平面表現の学習にて、オリジナル人物を描いた。

STUDENT'S VOICE

３年 卒業制作 3種類の粘土を使用し、オリジナルドラゴンを造形。

３年 空間アート

２年 グラフィックアート

INTERIOR DESIGN

１年 アートテクニックA

23

メディアの枠を飛び越えて
心を動かすアーティストへ
画家や彫刻家のようなアーティスト以外にも、舞台美

有限会社西海木工所

ギュアやオモチャの原型制作など、活躍の場はさまざ

雫 有沙 ARI SA S H IZU KU

CREATIVE ART

術やCMなどで使われる造形物の制作、さらに、フィ

将来の仕事

ショールームや店舗で使われる棚や
カウンター、引き出しなどを手がける

まな分野に広がっています。アーティストへの道を目
指すのと同時に、卒業後は関連分野への就職を目標と

GR APHIC DESIGN

します。

未来の職業は？

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

原型師

独自の世界観で
勝負する

模型の原型をつくる

画家、彫刻家、工芸作家

ギュア、模型の部品など

など、自分の感覚や考え

のひな型、原型をつくり

を作品として表現し、

ます。キャラクターなど、

ギャラリーや美術館等で

平面のものを立体につく

発表、販売を行います。

り変えることもあります。

ILLUSTR ATION

アーティスト

量産するオモチャやフィ

MANGA

背景から小物までつくる

しで使いこなせそう」なんだと
か。
（右下）工具の扱い方など、
新しく習ったことを書き留める

テレビ番組や映画、舞台

グラフィックやディスプ

く伝えたり、作品の雰囲
気をつくるために、背景

ます。

品を制作し、提供します。

使われるイラストの原画
をクライアントが抱いて

日々の成長を原動力に、モノづくりと向き合う
自分の手を動かしてモノを作るア

この前、貯めたお金で
「マイ電動ド

ナログな作業が好きで、家具制作と

リル」を買ったら、なんだか少し職

卒業後のアーティスト活動支援

いう職人的な仕事を選びました。最

人に近づけた気分になりました
（笑）
。

初は木工作業に関する知識がほぼゼ

最初は、新しい分野に飛び込むこ

売り出し支援

ロで、言われるままに作業をこなす

とに少し不安もありました。しかし、

・	希望者を審査の上、本校ギャラリー
「アミ」
にて無料で

日々。しかし、機械の使い方や制作

考えてみればクリエイティブアート

の流れなどを覚えて、できる作業が

科の授業や課題も、毎回新しいこと

・ 学外の展覧会出展時に広報支援

増えてくると、仕事がぐっと楽しく

だらけ。そこで
「モノづくりって楽

・ 本校ホームページでの売り出し支援

なりました。まだ失敗して落ち込ん

しい！」とワクワクできた経験が一

※学内外の展示会ではDMを無料で制作

でしまうこともしばしばですが、
「今

歩踏み出す勇気をくれました。学生

日はズレなくパネルの貼り合わせが

時代に味わったモノづくりへのとき

できた！」といった、小さな成功の

めきは、将来どんな仕事をすること

積み重ねが楽しみであり、モチベー

になっても自分を支え鼓舞してくれ

スキルアップ支援

ションでもあります。こうしてどん

るはずです。在学中は勉強も遊びも

PROFILE：

・	キャリアコース
（夜間講座）
の受講料減額制度
（受講料1/3免除）

どん作業精度を上げていき、任せて

どんなことにでも全力投球してみて

※キャリアコースにはイラストレーション、グラフィックデザイン、
Webデザインなどの講座があります。

もらった仕事で周囲の期待に応えら

ください。

1994年生まれ、東京都出身。自由にモノづくりをしてみたい、
という思いからTDAクリエイティブアート科に入学。2016

れるようになるのが今の目標です。

グループ
（個）
展開催

いるイメージに応じて柔

ノウハウ支援

軟に描き分ける仕事です。

・「フリーランスの基礎知識」
講座

FASHION ACCESSORIES

広告、雑誌、書籍などに

SPACE DISPLAY DESIGN

を制作したり集めたりし

平面、立体、映像等の作

印刷物に花を添える
商業画家

初めてほぼ１人で完成させた収納棚。
「完成させた達成感は格別でした」。

や小物などあらゆるもの

イン分野と関わりながら、

イラスト
レーター

ノートには文字と図がびっし
り！（左下）木工の専門工具が
揃う。

などで情報をわかりやす

INTERIOR DESIGN

より大きな機械も。
（右上）板に
穴を開けるボール盤は「もう少

さまざまな分野で
クリエイトする
レイなどさまざまなデザ

年に卒業し、有限会社西海木工所に入社。現在は家具パーツ
の加工など、先輩職人のサポートを中心に勤務中。

CAREER COURSE

24

美術スタッフ

ANIMATION

（左上）大きな板を裁断するパ
ネルソー。工場には自分の身長

メディア
クリエイター

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE
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GRAPHIC
DESIGN

グラフィックデザイン科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

広告デザイン専攻

Webデザイン専攻

編集デザイン専攻

グラフィックアート専攻

パッケージデザイン専攻

WHAT IS
GRAPHIC DESIGN?
テレビ番組のタイトルロゴ、街頭のポスター、
コンビニにあるお菓子のパッケージ……これら
は全部、デザインが施されたもの。グラフィッ
クデザインとは、構図、色彩、素材、文字、配
置等を考慮して、情報を整理・伝達できるよう
にすること。現在では、広告や出版、商品パッ
ケージ、Webなど、多種多様な分野でグラ
フィックデザインが必要とされ、それぞれの専
門性を高めることが求められています。

身 につくスキル

26

FIND YOUR FUTURE
広告デザイン力
（広告デザイン専攻）

各種メディアによって異なる

エディトリアル
デザイン力
（編集デザイン専攻）

パッケージデザイン力
（パッケージデザイン専攻）

Webデザイン力
（Webデザイン専攻）

グラフィックアート力
（グラフィックアート専攻）

グラフィックデザイナー
アートディレクター

商品の魅力を伝えたり、ブラ

Webの構造から、メディア

グラフィックデザインのさまざ

広告デザインの考え方から、

雑誌、書籍等のデザインに対

ンドを構築するためのパッ

としての特性を踏まえたデザ

まな表現方法を身につけます。

目的に応じたデザインスキル

する考え方や表現手法ととも

ケージデザインを総合的に学

インノウハウを養成。スマー

良質なデザインマテリアルを生

を習得。プレゼンテーション

に、編集の流れや制作のノウ

習。商品企画を通して、プラ

トフォンなどに対応したスキ

み出すための感性とスキルを育

広告デザイナー

する能力も養います。

ハウについて学びます。

ンニングの能力も養います。

ルも学びます。

成します。

エディトリアルデザイナー

Web デザイナー
パッケージデザイナー
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多彩なメディアに対応できる企画力、表現力を獲得するため、

2

年次

目的に応じて柔軟に発想・デザインする

□ アドバタイジング

プレゼ
ンスキ
ルも
鍛えら
れる

□ デジタルフォト

す
すめ
！

CREATIVE ART

お

プレゼンテーションやグループワークを行い、アイデアを形に

授業の特徴

VISUAL DESIGN

５専攻で専門性を高め、企業との
デザインコラボで実践力を磨く

が
ここ

STUDY
GUIDE

するプロセスを重視します。１年次に基礎を学び、２年次には
本人の希望に応じて５つの専攻から選択、企業とのコラボレー
ションを通じて実践力・専門性を高めます。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

知識や発想法、基礎造形力を身につける

□ デザインベーシック

□ 色彩／構成

さまざまな広告物のデザインを
演習形式で学びます。従来の発
想にとらわれないクロスメディ
アや新しいメディアの提案など
も行います。

デジタルカメラの特

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

性を理解し、操作方
法および撮影意図に
応じた撮影技術を学
びます。用途に合わ
せたデジタル画像処

MANGA

□ グラフィックアート

理・加工の技術も習

が

お

ANIMATION

こ
こ

得します。

め！
すす

デ ザイ
考え方 ンの
がわか
る

□ ブランディング・CI
デザインの基礎である色彩、形

使ったデザインは、

送り手であることを自覚し、受け手のことを考えて客観的に

態、また、それらの組み合わせ

ブランディングをす

ものごとを考える力を養います。

やレイアウトの基本に至るまで

が
ここ

グラフィックデザインにおけるアーティスティックな表現を

素のひとつ。この授

用・展開力も身につけます。

追究した作品制作を行います。また、企業とのデザインコラ

業では、企業や美術

ボレーションも盛ん。タリーズコーヒー表参道ヒルズ店の

館などのロゴマーク

ウォールグラフィック制作
（上写真）
などをはじめ、各企業や

を実際に考案し、制

団体とコラボレーションを図り、いただいた課題でデザイン

作に取り組みます。

ソフト
の使
身につ い方が
けられ
る

お

す
すめ
！

ワークに取り組みます。

□ プランニング

自分の可能性を信じて、
あなたのクリエイティブを見つけてください

28

デザインの根幹となる発想法や知識を学び、グループワーク

えがあります。大切なのは根拠を持って導き出すこと。学びの中で、

の操作スキルを身につけます。実際に作品をつくりながら、

を通じてフリーペーパーの企画やデザインを習得、プレゼン

ジャンル問わず幅広くクリエイティブに触れ、たくさん刺激を受けて

実践力を養います。

テーション能力も磨きます。

ください。あなたの答えを一緒に楽しみながら探していきましょう。

鈴木 章
慶應義塾大学大学院メディアデ
ザイン研究科修了後、広告代理
店、デザイン事務所勤務を経て、
2008年より独立。グラフィッ
クデザイン、ブックデザイン、
エディトリアルデザイン（書籍・
パンフレット・DM・CI・広告など）、
Webデザインなどを手がける。

CAREER COURSE

デザインは、答えはひとつではありません。10人いれば10通りの答
インターネットの基礎知識はもちろん、制作に必要なソフト

グラフィックデザイン科 講師

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

SPACE DISPLAY DESIGN

□ Web

る上で欠かせない要

を課題制作を通して学び、応

INTERIOR DESIGN

ロゴやアイコンを
デザインの基本要素から基礎知識を学習。自らがデザインの

29

グラフィックデザイナーとして必要な、各種メディ
アによって異なるデザインの考え方や造形力、PC

CREATIVE ART

学生作品

多種多様な分野で伝わる
デザインを追究

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

スキルなどを学び、エディトリアルやパッケージデ
ザインなど、それぞれの専門スキルを身につけます。
多角的なカリキュラムで、企画性、デザイン性の両

広告デザイン専攻 ２年 アドバタイジング・SP／SP メディア広告 商業施設のセールスプロモーション企画。店頭ポスター、フラッグ、DM等の広告デザイン。

GR APHIC DESIGN

方を兼ね備えた作品づくりを行います。

ILLUSTR ATION

グラフィックアート専攻 ２年
DTP／折り込みリーフレット

編集デザイン専攻 ２年
タイポグラフィ／オリジナルタイプフェイス

ANIMATION

パッケージデザイン専攻 ２年 卒業制作 アトピー性皮膚炎患者のためのコスメティック及び生活雑貨のブランディング「yamahada」

STUDENT'S VOICE

１年 ドローイング／石膏像

卒業制作
マスキングテープ「mt」※を使用して、本や
グッズ、宣伝ポスターなど制作しました。
※この作品はカモ井加工紙株式会社よりロゴなどの
使用許諾をいただいています。
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グラフィックアート専攻 ２年 卒業制作

多摩大学目黒高等学校出身

布川花音

幼い頃から図画工作が好きで、将来は

ロゴにする課題では漢字の意味に合わ

パソコンを使った表現もできるように

せて和風モチーフや伝統色を使うなど

なりたいと思いグラフィックデザイン

工夫を凝らしました。今興味があるの

科を選びました。Illustratorなどのソ

は、クライアントの要望を聞きながら

フトは未経験でしたが、基礎から学べ

一緒に作品をつくっていく仕事。高校

るので順調に上達しています。授業で

時代の留学経験も活かして、世界で活

はコンセプトをしっかり考えた作品づ

躍できるデザイナーを目指していま

くりを学ぶことができ、自分の名前を

す！

CAREER COURSE

グラフィックアート専攻 ２年

グラフィックデザイン科

FASHION ACCESSORIES

コンセプトに合わせた表現ができる
マルチなデザイナーへ

DTP／オリジナル紙パック飲料
SPACE DISPLAY DESIGN

１年 デザインベーシック／
カレンダーデザイン

１年 ドローイング／静物着彩

INTERIOR DESIGN

グラフィックアート専攻 ２年
パッケージデザイン専攻 ２年 卒業制作

パッケージデザイン専攻 ２年
商品企画パッケージ／商品パッケージ

MANGA

編集デザイン専攻 ２年
エディトリアル／ブックカバーデザイン
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メディアの枠にとらわれず
多様なシーンで活躍

交通広告から、CI、商品パッケージまで、
幅広いグラフィックデザインを手がける

ポスターや雑誌などあらゆる平面デザインを手がける

株式会社たき工房

ンするパッケージデザイナー、新聞やWebなどの広

吉澤香織 K AO RI YOS H IZ AWA

CREATIVE ART

グラフィックデザイナーや、お菓子の箱などをデザイ

将来の仕事

告デザイナーなど、
人をあっと驚かせたり、
興味を持っ
てもらえるようなものを世の中に送り出す職業ばかり

GR APHIC DESIGN

です。

未来の職業は？

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

制作するメディアやツールの
世界観を創り出す演出家

ユーザビリティを考慮した
サイト制作のキーパーソン

画像や文字を組み合わせ、ポスター、カ

企画から携わり、写真やイラストの選定、

画像や文字のレイアウトを工夫、また、

タログ、広告、雑誌の誌面など、あらゆ

カメラマン・モデルなどの人選、コピー

動画・音声なども効果的に使い、Webサ

る平面デザインを手がける職業です。

の決定などビジュアル面を総監修します。

イトのデザインをする職業です。

パッケージ
デザイナー

広告デザイナー

エディトリアル
デザイナー

消費者のニーズを見極め
商品の形や包装をデザイン

雑誌、新聞、会社ロゴなど、
広告物をデザイン

雑誌、カタログなど、
ページ媒体を手がける

商品の購買層、会社イメージ、使用する

新聞や雑誌、Web、看板、ポスターな

書籍や雑誌の誌面をレイアウト・デザイ

素材や色彩を考慮し、商品の内容・魅力

どを通じ、商品やサービスを消費者に訴

ンする職業です。編集者の依頼を、文字、

が伝わるパッケージをデザインします。

求できる広告をデザインします。

イラスト、写真などを用いて表現します。

第5回販促会議企画コンペ
ティションでグランプリを
受賞した「おいしい欠席」
の企画書。デザインする上
でこだわったのは、メッ
セージの伝わりやすさ。課
題協賛企業であるドミノ・
ピザ ジャパンのコーポ
レートカラー（赤と青）を
基調に、できるだけシンプ
ルなデザインを心がけた。

企業サイトをレスポンシブ化
【Webデザイナー】
資生堂グループ企業情報サイトのデザインを担当。資生堂の世界観
を意識しつつ、無理のない仕様を考えたデザインでレスポンシブ化。

商品イメージを
デザインする
【グラフィックデザイナー】
コンセプトとデザインを担当。実際に使用するシーン
を想定して提案。
株式会社アド・キャブレター

リラデチャークン・ベンジャポーン 2013年卒業
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もいろいろなものを見ておくことを

ン』参加のきっかけは、取引先であ

担任の先生に勧められ、ggg（ ギン

る広告代理店の若手社員の方に声を

ザ・グラフィック・ギャラリー）には

かけられたこと。代理店のコピーラ

よく足を運んでいました。国内外の

イターとプランナーの方、私の３人

一流デザイナーの作品に触れること

でチームを組んで参加しました。審

ができ、わからないながらも刺激を

査発表当日、会場では最後まで呼ば

受けに行っていましたね。

れずに、ドキドキしっぱなし。グラ

この業界は、確かに忙しくて大変

ンプリと発表されたときには、驚き

ですが、自分のつくったものが世の

とともに、本当にうれしかったです

中に出て、人の目に触れ、感想も聞

ね。

けるなんて、とても幸せな仕事だと

デザインの世界に入った理由は

思います。さらに、ものが売れれば

たったひとつ。絵を描くのが好き

達成感も倍増！ 徹夜してでも頑張

PROFILE：

だったから。何よりも図工の時間が

れるのは、やっぱり好きだからなん

好きという子どもでした
（笑）
。TDA

だなあと感じますね。他の仕事をし

1987年生まれ、熊本県出身。2008年にTDAを卒業後、株
式会社無限に勤務。
チラシ制作をメインに、
撮影を含めたディ

時代は課題制作に追われて忙しい毎

ている自分が想像できません。

レクション全般を担当したが、
「もっといろいろな媒体に触
れてみたくて」転職を決意。2012年に現職場へ。

CAREER COURSE

除菌・消臭をする商品
「セイバープラスZ」のブランド

日でしたが、そんな合間を縫ってで

FASHION ACCESSORIES

植田皓生 2013年卒業

広告プランナーの登竜門ともいわ
れる
『販促会議企画コンペティショ

SPACE DISPLAY DESIGN

第5回販促会議企画コンペティショングランプリ受賞！

先輩たちの実績を紹介！

株式会社ベースメントファクトリープロダクション

花びらをモチーフにしたメッセージカードは、自主制作
の作品。
「パッケージのデザインも大好きで、友達への
メッセージを書くためにつくりました」と吉澤さん。

INTERIOR DESIGN

ポスター、Web 、冊子…
デザインのオールラウンダー

ANIMATION

Web
デザイナー

MANGA

アート
ディレクター

ILLUSTR ATION

グラフィック
デザイナー

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE
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ILLUSTRATION

イラストレーション科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

リアルイラスト専攻
キャラクターデザイン専攻
絵本専攻

WHAT IS ILLUSTRATION?
イラストレーションとは、情報を伝達する媒体
のひとつで、目的に沿って作成される絵のこと
です。書籍の装丁をはじめ、コミックや絵本、
電子メディア、ポスター、企業・商品キャラク
ター、映像にいたるまで、さまざまな場面で用
いられています。色鉛筆や水彩、パステルなど
アナログ画材で描く表現やデジタルソフトで描
く表現などを駆使し、多彩な技術でクライアン
トの要望に応えます。イラストレーターは、人
に感動とやすらぎを与える素敵な職業です。

身 につくスキル
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FIND YOUR FUTURE
キャラクター
デザイン力

物語に引き込む
表現力（絵本専攻）

基礎・続ける力

絵＋デザイン力

えらべる高度描画力

デッサンで
「見て描く力」
を、

IllustratorやPhotoshopによ

1年次に全員取り組むリアルイ

写真から描くリアルイラスト

るグラフィックデザインも習

ラストで“着彩力”を養成。専攻

目的や魅力を体現するキャラク

アまで制作の一連の流れを学

で
「正確な着彩力」
を身につけ

得。イラストレーターからデ

では新たにアナログかフルデ

ターを生み出す力を養い、企業

びます。アナログ、デジタル

ます。自在に画材を扱う
「一

ザイン関連企業まで、幅広い

ジタル授業のどちらかを選択。

や団体の公募や依頼による

技術も習得し、
「物語に引き込

絵コンテライター

生役立つ技術」
を養います。

分野での就職を実現します。

描いた努力が自信を作ります。

キャラクターをデザインします。

む表現力」を身につけます。

グラフィックデザイナー

（３専攻共通）

（３専攻共通）

（リアルイラスト専攻）

（キャラクターデザイン専攻）

絵本の企画や製本、
電子メディ

イラストレーター
キャラクターデザイナー
絵本作家
グッズデザイナー
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2

ファンタジーリアル・
デジ絵ドロー＆ムーブ始動

年次

初心者でもゼロからスタートし、確実にステップアップ。基本

アナログで多様な表現を、デジタルで仕事の楽しさを会得する

□ 絵本創作／絵本テクニック
物語を彩るアナログ、

重視で、デッサンやリアルイラストにより、確実な
「描画力」
と

デジタルの表現。２

「着彩力」
を習得。イラストは広告やパッケージ、ゲーム、映像

つの技術による
「物
語に引き込む表現

などに展開することで意味のあるクリエイティブとなり、その

力」を身につけ、作

力が新たな社会で幅のある就職へとつながります。

家性育成と電子メ

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

土台となる技術デッサンを徹底的に磨く

ここ

す
すめ
！

お

□ デジタルワーク／
デジタルイラストデザイニング

く、
けでな
画力だ くる力も
つ
物 語を

仕 事で
必 須な
ソフト
スキル
を

が

イラストレーターとデザイナーの仕事を授業で体験します。
新
「デジ絵ドロー＆ムーブ」
はデジ絵を描いて動かすゲーム

□ ファンタジーリアル／リアルイラスト

や映像の仕事を体験し、
「未来計画ワーク」
は行きたい企業
に向け企画制作をする授業です。仕事の楽しさを知ると未
ここ
が

INTERIOR DESIGN

道具の使い方や形の測り方、陰影のつけ方などを学び、静
物、人体、動物、花とモチーフを描くことで、形を正確に
界への就職を可能
め！
す
す

くか
どう描 を
何を
方
え
の考
プロ

にするため、Mac
使 用（ Illustrator、
Photoshop）
での、
絵＋デザイン力を
習得します。

フルデジタル描画授業
の
「ファンタジーリア
ル」か、アナログ描画
授業の
「リアルイラス
ト」のどちらかを選択
し、高度なリアル表現
を学びます。

商品や企業など、媒体の特性を知り、それに即したキャラ
クターデザインを行います。アイデアや発想の幅を広げ、
オリジナリティの習得を目指します。

□ イラストベーシック

自分に合った表現方法を
見つけてください

を膨らませ、さまざまな画材や
表現方法と接することで
「らく

36

の片隅からイラストの表舞台へ

いろんなことに興味を持ち、いろんな道具や画材を使い、いろんな手

と上がります。

法で絵を描いてみましょう。その中から自分に合った表現方法が必ず
色鉛筆、アクリル、ガッシュ、カラーインク、パステルといった

見えてくるはずです。想像もしなかった未来の自分と出会える特別な

画材を使用し、それぞれの表現を段階的に習得します。

２年間になるはずです。

出版、広告、Webなどのイラ
スト制作のほか、テーマパーク
のコンセプトアート、スポーツ
チームのキャラクターデザイン
などに関わる。

CAREER COURSE

がき」がレベルアップ。ノート

イラストレーション科 講師

中村彰男

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

与えられた条件の中でアイデア

SPACE DISPLAY DESIGN

□ 発想演習

ここ
が

お

幅広いデザイン業

の見方」
を習得します。

ANIMATION

□ キャラクターデザイン

！
すめ
す

発想
養われ 力が
る

お

豊かな

MANGA

来につながります。

描く力を養成。眼で捉え、質感、量感を表現できる
「もの

ILLUSTR ATION

が
ここ

□ デッサン

技能を学びます。

すす
め！

１時限目

お

年次

ディアにも対応した

※希望者のみ

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

1

□ デジ絵ドロー＆ムーブ／未来計画ワーク
デジタルイラストデザイニング／
イラストワーク

CREATIVE ART

授業の特徴

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE
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すべての基礎となるデッサンをしっかりと学ぶとと
もに、１年次は自分にあった表現を見つけるため、

CREATIVE ART

学生作品

想いを描き、夢を形にする
確かな技術で新たな時代へ

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

アナログ画材でとことん制作。２年次は専攻を選び、
出版、広告、ゲーム、映像などの媒体に沿ってイラ
ストやデザインを課題で体験します。新たな時代へ

GR APHIC DESIGN

進むクリエイションがここから生まれます。
リアルイラスト専攻２年 卒業制作「MEGACITY」

ILLUSTR ATION
MANGA

１年 発想演習「似顔絵アート」

ANIMATION

１年 発想演習＋デジタル
イラストデザイニング
「キャラクターデザイン」

INTERIOR DESIGN

絵本専攻２年 卒業制作「ピコとニコのかくれんぼ」

STUDENT'S VOICE

１年 デッサン「百合／有色地デッサン／ブロックと円柱」

38

卒業制作「Welcome to the game world」

絵本作家の島田ゆか氏やイラストレー

の毛や関節など細部の描き込みが上達。

ターの副島成記氏など、憧れのアー

虫を擬人化するという課題では、図鑑

ティストの出身校がTDAだと知って

で虫の特徴をじっくり調べて個性豊か

入学を決めました。中学の頃からゲー

なキャラクターに仕立てました。イラ

ムのキャラクターデザインをするのが

ストには技術だけじゃなく、アイデア

夢。授業ではリアルイラストを学び、

も不可欠。同級生とは毎日スケッチ

多くの気づきを得られています。対象

ブックを見せ合い、互いに刺激を受け

物をじっくり観察するクセがつき、髪

ながら成長しています。

CAREER COURSE

キャラクターデザイン専攻２年

厚木清南高等学校出身

佐藤佑樹

FASHION ACCESSORIES

リアルイラストを学ぶことで
自然なディテール表現が可能に

イラストレーション科
神奈川県立

SPACE DISPLAY DESIGN

リアルイラスト専攻２年 卒業制作「沈黙の廃墟」

39

心を惹きつけるイラストで
世界とコミュニケーションする

人気ゲームの
キャラクターデザインを手がける

広告や本の装丁・挿絵、パッケージなど絵でメッセー

株式会社アトラス

を届ける絵本作家。ITで世界に繋がる絵師や企業や商

副島成記 S H I G EN O RI SO E J I M A

CREATIVE ART

ジを伝えるイラストレーターや挿絵、お話を通して夢

将来の仕事

品イメージを代弁するキャラクターデザイナーなど、
さまざまな職業や電脳空間でクリエイティブを発揮す

GR APHIC DESIGN

ることができます。

未来の職業は？

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。
©ATLUS
©SEGA All rights reserved.

人々に愛される
ヒットキャラクターを生み出す

物語を通して子どもたちに
夢や希望を届ける

広告、雑誌、パッケージ、ポスター、グッ

さまざまなビジネス展開を図るキャラク

絵を通して物語を伝える絵本を作る職業

ズなどで、コミュニケーションを主目的

タービジネス。ゲームや商品などのキャ

です。絵と文章の両方を表現する場合と、

としたイラストを描く職業です。

ラクターを企画・デザインします。

原作に絵をつける場合があります。

グッズ
デザイナー

絵コンテ
ライター

グラフィック
デザイナー

イラストとデザインを
駆使するマルチな仕事人

CMや映像の場面展開
「絵コンテ」を描く職業です

ポスター、Web 、冊子…
デザインのオールラウンダー

ファンシー文房具、コンサートグッズな

CMや映像の場面展開を描き、プレゼン

画像、イラスト、タイポグラフィを組み

ど、イラストだけでなくデザインも一括。

テーションで企画を演出する重要な仕事

合わせ、ポスター、広告、雑誌の誌面な

生活を彩るアイテムをつくり出します。

です。

ど、平面のデザインをする職業です。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©2018 Gzbrain Inc.

ATLUSの人気ソフト「ペルソナ」シリーズ。アーティストと、
商品を作るデザイナーとの違いは、受け取り手の存在を意識し
て制作するところ。
自分自身が作ることを楽しみながらも、
ユー
ザーのニーズとすり合わせていくことは重要だ。

©ATLUS
©SEGA All rights reserved.

週刊誌で
漫画作品を連載

小学生の頃は、藤子・F・不二雄先

ルイラスト」の授業での写真の模写。
ガラスのコップや動物など、あえて

ちに頼まれてはドラえもんを描いて

描きにくいモチーフばかり。絵の具

見せたりしていました。思えば人に

でひとつひとつ色を調合し、写真と

見せて、喜んでほしいから絵を描く、

照らし合わせて確認しながら塗り進

載。リアリティのある

というスタンスが、今の仕事の原点

めるんですが、これがじつに面倒な

ラクターを考案し、イ

作品を心がけ、資料用

になっているのかもしれませんね。

作業で。課題じゃなかったら、絶対

ラストと４コマ漫画を

の写真撮影も自らが

エンドユーザーが楽しめるかどうか

に描かなかった
（笑）
。でも、描いて

掲載していた。

行った。

を考慮することは、企業のデザイ

いくうちに、光や映り込みなど、対

ナーとして欠かせない要素ですから。

象物の色を構成している要素に法則

TDAでは、あまり真面目な生徒

があることがわかってくるんです。

じゃなかったと思います
（笑）
。描く

これを知らないと、架空の絵にリア

のが早かったので、授業内に課題を

リティを持たせることができません。

PROFILE

仕上げては、
放課後、
竹下通りのゲー

苦労しながら解明し、身につけたロ

ムセンターで格闘ゲーム三昧ですよ。

ジックや技法が、今の仕事に役立っ

1974年生まれ。神奈川県出身。TDA卒業後ゲーム制作会
社株式会社アトラスに入社。
「キャサリン」
「ペルソナ３」

そんな中でも思い出深いのは
「リア

ています。

【マンガ家】

過去に月刊MOEで
「お

週刊ヤングマガジンで

うさま と しつじ」
を連

「戦渦のカノジョ」
を連

載。新コーナーのキャ

冨澤浩気

2010年卒業

2008年卒業
「戦渦のカノジョ」ヤンマガKCスペシャル 講談社

「ペルソナ４」
「ペルソナ５」などのメインキャラクターデ
ザイン、アートディレクションを担当。

CAREER COURSE

はやかわなつき

FASHION ACCESSORIES

生のマンガが好きで、クラスの友だ

【イラストレーター】

40

『副島成記 & P-STUDIO アートユニット ART WORKS 2010-2017』

人に見せて、喜んでもらうことが、作画の原点でありエネルギーに

雑誌の現場で
挿絵制作を担当

白泉社「月刊MOE」2014年1月号より

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

SPACE DISPLAY DESIGN

先輩たちの実績を紹介！

©ATLUS
©SEGA All rights reserved.

INTERIOR DESIGN

消費者や読者へ
イラストでメッセージを伝える

ANIMATION

絵本作家

MANGA

キャラクター
デザイナー

ILLUSTR ATION

イラストレーター
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MANGA

マンガ科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

ストーリーマンガ専攻
メディアコミック専攻

WHAT IS MANGA?
少年・少女誌からレディス・青年誌、そのジャン
ルも、SF、ファンタジー、ミステリーやギャ
グなどの多岐にわたる日本のサブカルチャーの
代表
「マンガ」
。ヒット作はアニメや映画、ドラ
マ、キャラクター商品としても使われ、今や
「Manga」は世界共通語となり日本のみならず
海外でも幅広く楽しまれています。また近年は
情報をわかりやすく伝える手段として、さまざ
まなメディアでマンガが使用されています。

身 につくスキル
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FIND YOUR FUTURE
マンガ制作
基礎技術（２専攻共通）

マンガ道具・画材の
使用スキル（２専攻共通）

ストーリー構成、
演出力（ストーリーマンガ専攻）

コミックイラスト
描画力（メディアコミック専攻）

マンガ制作における基礎スキ

作品の質を向上させるために

実際のストーリーマンガ作品

装画・挿絵などの課題を通し

商品や情報をマンガで表現す

ルをパートごとに徹底学習し

道具の使用スキルを磨きます。

を描くことを通して演出力を

て、個性を尊重した幅広い表

るノウハウを身につけます。

ます。また物の見方や質感、

また、PhotoshopやIllustrator、

磨きます。物語を作るための

現力と高い描画力を身につけ

またキャラクターデザインや

量感などの描画力をデッサン

CLIP STUDIO PAINTな ど の

発想力、構成力は企画力にも

ます。また、アナログからデ

Webマンガなど新メディア

を通じて養います。

操作も身につけます。

つながります。

ジタルまでの技術を磨きます。

のマンガ表現も学びます。

マンガ展開力

（メディアコミック専攻）

マンガ家
コミックイラストレーター
キャラクターデザイナー
マンガ編集者

43

きめ細かい指導で本格ストーリー
マンガやコミックイラストを制作
現役マンガ家講師による個性を大切にした指導で、描画とス

2

年次

マンガを制作し、総合的な表現力を身につける

□ コミックイラスト

CREATIVE ART

性を理解し、書籍表紙
など用途を想定した作

ディアコミックから専攻を選択。卒業時に担当編集者がつくこ

品を制作します。表現

とを目指して、持ち込み指導など、デビューするためのさまざ

力と構成力を磨きなが

まなサポートを用意しています。

ら、イラストの完成度
を高めていきます。

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

人物、背景、ゼロからマンガの構成を学ぶ

年次

□ 人物描画

□ マンガ制作

がお

紙媒体はもちろん電子書籍やWebコ
ミックなど、動きや双方向性のあるデ
ジタルコンテンツの制作を通して、マ

すす め
！

が
ここ

ンガによる情報伝達を学びます。

お

す
すめ
！

□ 人気マンガ誌合同の講評会を開催

MANGA

□ マンガ制作

ILLUSTR ATION

こ

こ

キャラ
クター
動きが
の
豊かに
なる

デジ
タル
仕 方 での表 現
が身
につ の
く

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

1

□ メディアコミック
コミックイラストの特

トーリーの基礎を身につけ、２年次にはストーリーマンガとメ

授業の特徴

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE

１年次に習得した技術を
ベースに、持ち込み・投稿

ANIMATION

用に、よりハイレベルな作
品を制作します。想定した
読者ターゲットに届く表現
になるよう、講師がこまや
かに指導します。

INTERIOR DESIGN

マンガの登場人物を動かすための描画力、表現力を習得。魅力
的なキャラクターづくりのために、表情や衣装、動きの演出方
法などを学習します。

ここ
が

合同の講評会。プロの目線からの
学生の作品への貴重なアドバイス
により、よりよい作品制作のヒン
トが得られます。

ストーリーの基本要素を学び、

マンガを描きたい……！
その想いがあなたの人生を豊かにする

物語の発想力、構成力を養い
ます。起承転結や５W１Hな
張り方や小物の使い方までを
学びます。

ここ

が

お

44

物 語づ
ルール くりの
がわか
る

思考
（企画）
、行動
（準備）
、技術
（制作）
…。漫画は、すべての力技が必
パートごとに学んだ技術を集約し、マンガ制作の総合的な表

要な総合エンターテインメントです。どんなドラマもあなた自身の経

現力を高めます。制作の各プロセスで細かい指導を行い、熟

験や考え方が反映されます。TDAのマンガ科は漫画の技術だけでなく、

練度の向上を目指します。

作品の要となる
「自分で考える人間力」
も大切に育てます。

高木裕里
講談社「週刊少女フレンド」で、
漫画家デビュー。少女まんが、
海外小説のコミカライズ、ホ
ラー、BLなど経て、現在は女
性誌中心に執筆。ロシアに漫画
文化を広げに日本文化イベント
や講演会に多数参加。近況作品
に「痩せ女」
「億万長者と結婚し
たい」等を連載、掲載中。

CAREER COURSE

どプロットの基本から伏線の

マンガ科 講師

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

お

！
すめ
す

少年誌・少女誌ほか複数の編集部

プロの
意
目から 見 に
ウロコ
！

SPACE DISPLAY DESIGN

□ ストーリー演習

すす
め！
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ペン入れやトーンワークなどマンガ技術の基礎を学
んだのち、物語の構想を練り、さまざまな演出を加

CREATIVE ART

学生作品

基礎を大切に徹底習得
デビューを目指した作品づくり

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

えたストーリーマンガやコミックイラストを習得。
また、アナログ技術だけでなく、PhotoshopやCLIP
STUDIO PAINTなどのデジタルツールも使い、質の

GR APHIC DESIGN

高い作品を制作します。

ILLUSTR ATION
MANGA

瓦屋根の家、きれいな畳敷の部屋、ボロボロの部屋をペンを巧みに操って表現。

メディアコミック専攻 2年 「Ecoマンガ 節水番長」
エコをテーマにしたキャラクターと楽しく読める情報マンガを企業課題で制作。

INTERIOR DESIGN

メディアコミック専攻 2年 卒業制作「True Blood」
ゲームを企画し、キャラクター・物語のほか試用版やグッズまでをトー
メディアコミック専攻 ２年 「グッズ＋マンガ表現」

タルデザイン。

メディアコミック専攻２年 卒業制作「ヘタレ☆プリンス」

STUDENT'S VOICE
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ストーリーマンガ専攻 ２年
卒業制作「着ぐるみ越しの恋」

ストーリーマンガ専攻 ２年
卒業制作「このマトペ、純情につき」

遠藤和津

私がマンガ科に入る決め手になったの

とめ方も上達。自作マンガキャラク

は、オープンキャンパスで感じた先生

ター100人書きの課題では、好評価を

方の優しい雰囲気。授業後に質問のあ

いただき自信につながりました。マン

る学生が何人並ぼうと丁寧に答えてく

ガはとにかく描き続けて、賞に応募し

れ、絵の魅せ方など的確なアドバイス

たり出版社に見せたりすることが大事。

がもらえます。独学で描いていた頃の

評価されたらとても力になりますし、

マンガと見比べると、骨格や背景の描

落ち込むことがあってもそれが成長の

き方に成長を実感しています。話のま

糧になります。

CAREER COURSE

１年 「キャラクター100人描き」

東京都立本所高等学校出身

FASHION ACCESSORIES

絵の魅せ方からプロットづくりまで、
丁寧な指導で技術も自信もアップ！

マンガ科

SPACE DISPLAY DESIGN

ストーリーマンガ専攻２年 卒業制作「クールとハニー 」
作者の好みをとことん反映させた、クールな彼のキャラクターが魅力的。

ANIMATION

２年 マンガテクニック「畳と瓦の家」
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“夢”や“想い”を
マンガに込めて伝える
ストーリーの設定からマンガを描くまで、一連の流れ
てコミカルに表現するキャラクターデザイナー、制作

漫画家

廣瀬 俊 S H U N H I ROS E

CREATIVE ART

を演出するマンガ家や、クライアントの要望に基づい

将来の仕事

週刊少年マガジンで「煉獄のカルマ」
「復讐の教科書」原作者として連載！

の経験が活きるマンガ編集者など、マンガに関わるあ
らゆる職業を選択することができます。就職サポート

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

キャラクター
デザイナー

読者の心をつかんだ
人気作品はアニメ化も

作品に込められた物語の
世界観を一枚の絵で表現

物語に欠かせない
登場人物をビジュアル化

登場人物の設定やストーリー作成から実

若年層向け書籍の表紙や挿絵、ゲームの

企画やシナリオに基づき、アニメ、映画、

際にマンガを描き、作品を仕上げた後、

ビジュアルなど、マンガ表現の技術を用

コンピューターゲームなどの登場人物の

雑誌媒体やWebに掲載します。

いて、さまざまなイラストを描きます。

外見や設定、イメージをデザインします。

MANGA

コミック
イラストレーター

ILLUSTR ATION

マンガ家

卒業後のデビューサポート
●施設開放・持ち込み指導
プロデビューを目指す卒業生に対して、
学校施設・設備の開放と講師による

マンガ家への進行管理などを行い、マン

●ホームページでの売り出し支援

画材代提供
（卒業後２年間）
。

持ち込み指導を行います。

ガ作品に携わる職業。マンガ制作経験が
あれば作家視点のアドバイスもできます。

担任教師の白鳥と体が入れ替わった黒瀬良太郎は、
白鳥の教師としての立場と人気を利用していじめグ
ループに復讐していく。
「人間の残酷さ」を描くことに

●持ち込み活動支援
「煉獄のカルマ」第1回の原作ネーム。ひとつのキーワードから世界観を膨らませていく。

定評のある廣瀬さんの真骨頂が発揮されるサスペン
スマンガだ。

●作家向け「フリーランスの基礎知識」講座

月刊誌２誌で作品を連載

ラブコメマンガを少年誌で連載
【マンガ家】

【マンガ家】
月刊少年マガジンプ

（ ゲ ッ サ ン ）で デ

ラスにて、読切
「手

ビュー。同誌の
「か

をつながないと死

らかい上手の高木さ

ぬ」でデビュー。少

ん」がスピンオフマ

年マガジンR、マガ

ンガ賞
『高木さん杯』

ジンポケットで
「深

で最優秀賞を受賞し、

海少女」
「絶対秘密

2017年より
「恋に恋

の機械少女」などを

するユカリちゃん」

次々と連載。

寿々ゆうま

稲葉 白

2016年卒業

2016年卒業

連載が決まったときは、学校へ報

それをきっかけに担当編集者がつい

告に行きました。
「プロになりたい、

たものの、すぐにデビューというわ

程度じゃダメ！ 絶対になってやる

けではなく、バイトをしながらマン

という強い意志を持って！」と叱咤

ガを描き続けました。その間に担当

激励してくれたすぎやま先生やマン

さんから指摘されたのは「ストー

ガ科の諸先生方も喜んでくれました。

リーはすごく面白いのに、絵がいま

その言葉がずっと自分の中にあり、

ひとつ」ということ。もともと話を

逃げ道を作らずにきたのがよかった

作るのが好きだったので、原作に徹

のかな、と感じます。

してみようと気持ちを切り替え、受

小学校からの学校生活を振り返っ

賞から４年を経た2014年秋に原作

てみて、一番楽しかったのがTDA。

者としてデビュー。新人でありなが

自分より絵のうまい人はごまんとい

ら、いきなりの連載をいただきまし

る現実も突きつけられましたが、そ

PROFILE

た。当時、
「デビューするなら絶対

れ以上に、同じ目標を持つ仲間と出

に週刊誌！」と決めていたので、一

会えたことは、僕にとって一生の財

1989年生まれ、横浜市出身。子どもの頃からの夢を叶えよ
うと、TDAに入学し、マンガの基礎を学ぶ。2010年の卒業

か八かの賭けに勝ったような気持ち

産ですね。

制作では、優秀賞を受賞。2014年10月、週刊少年マガジン
にて原作者としてデビューを飾る。

CAREER COURSE

を連載。

でしたね
（笑）
。

FASHION ACCESSORIES

月刊少年サンデー

TDAの卒業制作として描いた作
品が少年マガジンの新人賞で入選。

SPACE DISPLAY DESIGN

デビューするなら絶対ココ！と決めていた週刊少年マガジン。夢が実現しました

先輩たちの実績を紹介！

INTERIOR DESIGN

作家に寄り添い、マンガを
世の中に出すまでのまとめ役

「復讐の教科書」マガジンポケット連載中
（作画 河野慶）

ANIMATION

マンガ編集者
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GR APHIC DESIGN

も充実しています。

未来の職業は？

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE
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ANIMATION

アニメーション科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

アニメーション専攻

WHAT IS
ANIMATION?
アニメーションとは、コマ撮りなどによって作
成された複数の静止画像により動きを作る技術
のこと。皆さんもご存じのパラパラマンガが、
アニメーションの原点といえます。ここ数年、
アニメーション作品の需要はメディアの多様化
や海外での人気の高まりとともに増えつつあり
ます。しかし、現場のアニメーターの数は足り
ていない状況で、とくに作画の部分で確かな技
術を持った人材が求められています。

身 につくスキル
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FIND YOUR FUTURE
アニメーター

作画力

背景美術力

演出力

デジタルスキル

進行管理能力

長年培った描画力養成のノウ

背景の描画力は絶対に身につ

アニメーションには
「動き」
が

デッサンの技術だけでなく、

アニメーションの現場で行わ

ハウで、高い作画力を習得。

けておきたいスキルです。空

あります。キャラクターを次

デジタル化に対応するため

れる制作全工程を理解するこ

１年次はデッサンや作画基礎

間を的確に把握した構図の作

にどう動かすかなど、細かな

CLIP STUDIO PAINTやAfter

とで、作品が予定通り放映さ

に十分な時間をかけ、プロで

り方と表現力を、アナログ・

演出が必要となり、そのため

Effects等の動画加工ソフトも

れるまでの進行管理能力を身

演出家・監督

通用する技術を養います。

デジタル両面で学びます。

の演出力も学びます。

扱いながらセンスを磨きます。

につけます。

制作進行

キャラクターデザイナー
背景美術デザイナー
デジタル撮影
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2

著名講師陣から現場で活きる
アニメーションの実務を学ぶ

年次

現場で通用するアニメーターを育成するため、デッサン・作画・

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE

作品制作を通し、作画力・デジタルスキルを高める

□ Webアニメ

□ キャラクターデザイン

CREATIVE ART

キャラクターを中心にアニメ制作の全工程を学びます。
「ONE

授業の特徴

PIECE」や「風立ちぬ」
「ゴールデンカムイ」
「3月のライオン」
「ヴィンランド・サガ」
「境界のRINNE」
「おそ松さん」
などを手が
ける著名講師陣が、現場で活きる技術を指導します。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

After Effectsの基礎知

デッサン・動画・背景を学び、描画に必要な基礎を習得する

□ 作画

識と基本オペレーショ

□ キャラクターデッサン
動画の中割りの基本と、歩

ン を 学 び、Webや モ

テーマや物語に合わせ

バイル、スマートフォ

てキャラクターをデザ

ンなどの動画コンテン

インする発想方法、描

ツを制作します。

き方を学びます。同時

き・走りなど人間の基本動

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

にキャラクターのデッ

作の動画技術を習得。さら

MANGA

サン力を高めます。

に、動画よりも難度の高い

□ デジタル撮影

ここ
が

強 める
作 品を くり！
づ
キャラ

が
ここ

が
かし方
絵の動 ように
わかる

□ 特別講義（宇田鋼之介先生）
「ONE PIECE」
をはじめ
数多くの大ヒットアニ
メで監督を務めた、宇

画像素材を合成する工程
（コ
アニメ用にデフォルメやアレンジを加えたキャラク
ターのデッサン力を身につけます。さまざまなキャ
ラクターを描き分け、表現する力を養います。

ンポジット）で使用する、業

田鋼之介先生
（本校卒

すすめ！

業生）の特別授業。講
義のあとは、作品の講

多彩
な表
できる 現が
ように

評を求める学生が殺到
します。

界標準ソフトAfter Effectsの
実践的なオペレーションをマ
ンツーマン指導で学びます。

FROM TEACHERS

プロの現場が求める技術と
ノウハウを持ったアニメーターを育てます！
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鈴木信一
アニメ工房婆娑羅代表取締役。
作画監督として「チア男子!!」
「銀河へキックオフ!!」
「ゴルゴ

味を理解した上で、基礎から応

現在、制作現場ではアニメーターの数が足りておらず、数多くの人材

用までの技術を身につけます。

を育てていく必要性を感じています。そのため、実際に今放映されて

13」
「 ドラえもん 」
「 ビデオシ
リーズ 緑山高校」
「くまのプー
さん」
「ルパン三世」等に携わる。

立体物からパースなどの描き方、

Photoshopのオペレーションを基礎から学びながら、

いるアニメの制作現場の技術とノウハウを、そのまま習得できるよう

彩色などを学びます。

デジタル背景の描き方の基本と応用を身につけます。

な授業を目指しています。

CAREER COURSE

フィルムの中での背景の持つ意

アニメーション科 講師

FASHION ACCESSORIES

□ デジタル背景

SPACE DISPLAY DESIGN

がお
こ
こ

INTERIOR DESIGN

□ 背景美術基礎、応用

ANIMATION

お

本も学びます。
！
すめ
す

お
す
すめ
！

レイアウト・原画作業の基
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作画からデジタル撮影、編集にいたるまでの全工程
を学び、キャラクターデザインはもちろん、背景美
２年 卒業制作「ねがい」

術や演出力なども身につけます。豊かな表情やさま
ざまなカメラアングルを取り入れたキャラクターや
アニメーション作品を創り上げていきます。

ILLUSTR ATION

オリジナル・ショートアニメ制作

人見知りの孤独な青年が子どもたちの輪に入れたハッピーエンドのひとコマ。

GR APHIC DESIGN

１年 Webアニメ基礎
２年 卒業制作「がんばれバイトくん」

CREATIVE ART

学生作品

業界の最先端で活躍できる
知識と技術レベルへ

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

MANGA
ANIMATION

２年 デジタル背景応用 創作背景実習 寂しげな子どもの心情を部屋の色調で表現。

２年 卒業制作「お化け屋敷」
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しさと達成感があります。演出を学ぶ

勉強の息抜きとしてアニメを見ている

授業では、実写映画の演技や演出方法

うちにアニメそのものに興味を持つよ

がアニメにさまざまな影響を与えてい

うに。絵だけでなく映像制作も学びた

ることを知り、最近はアニメ以外の映

くて、アニメーション科を選びました。

画も見るようになりました。まずはア

絵の動かし方を基礎から学ぶ作画の授

ニメーターとして就職することが目標

業で、作品が完成したときには
「キャ

ですが、最終的には作画監督になりた

ラクターに命が吹き込まれた！」と楽

いと思っています。

CAREER COURSE

１年 作画基礎「走り」の中割り演習 膝関節の位置変化と頭の上下動をリンクさせるのがポイント。

幼い頃から絵を描くのが好きでしたが、

柿崎大地

FASHION ACCESSORIES

アニメならではの映像表現を
さまざまな角度から学ぶ

１年 Macオペレーション入門
アニメ特有の戦うヒロイン像。豪快にバズーカ砲を射出。

アニメーション科
国際学院高等学校出身

SPACE DISPLAY DESIGN

STUDENT'S VOICE

INTERIOR DESIGN

２年 作画 レイアウト実習
２年 卒業制作「命の光」
「命の光
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活躍の場所はたくさんある
アニメはチームプレーで作るもの
アニメーションの制作で原画作成などを行い、ストー

東映アニメーション株式会社

物をビジュアル化するキャラクターデザイナー、アニ

宇田鋼之介 KO H N OSU KE U DA

CREATIVE ART

リー展開の一翼を担うアニメーターや、物語の登場人

将来の仕事

エンターテインメントとして、
アニメ作品を創り出す

メの世界観を表現するのに欠かせない背景美術デザイ
ナーなどの職業があります。どの職業が欠けてもアニ

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

物語に欠かせない登場人物を
ビジュアル化

作品の世界観をつくり上げる
重要な役目

アニメーション制作で、ラフを描く原画

企画やシナリオに基づき、アニメ・映画・

建築物や自然物などの風景画や背景画を

作成とその画に変化をつけてポーズを描

コンピューターゲームの登場人物の外見

制作し、アニメーションやゲームにおけ

いていく動画作成を担当する職業です。

やイメージをデザインします。

る
「世界観」
をつくり出します。

デジタル撮影

演出家・監督

制作進行

人物や背景、
すべての作画に動きを与える

脚本からアニメーションを
生み出す総責任者

制作がスムーズに流れるように
進行を束ねる管理役

タイムシート
（映像伝票）
に基づき、各部

脚本に基づいて絵コンテを描き、作品を

アニメーション制作において、変化する

門で制作された素材をパソコンで合成し、

まとめるアニメーションの責任者を演出

状況を常に把握。スタッフの調整、進行

映像化する職業です。

家といい、そのチーフを監督と呼びます。

を行いながら制作を管理する職業です。

「ワンピース THE MOVIE
カラクリ城のメカ巨兵」DVD
発売：東映ビデオ
販売：東映

発売：東映ビデオ
販売：東映

価格：4,500円+税

価格：4,500円+税

©尾田栄一郎／集英社・
フジテレビ・東映アニメーション
©「2006ワンピース」製作委員会

©松本零士・東映アニメーション
©東映・東映アニメーション

「ワンピース THE MOVIE
デッドエンドの冒険」DVD
発売：東映ビデオ
販売：東映
価格：4,800円+税
©尾田栄一郎／
集英社・フジテレビ・東映アニメーション

「ひなろじ」のアニ

の入れ方、カットのつなぎ方など、全体
としての演技の流れに重点を置くことが
多いという。

ター原案を担当。
株式会社動画工房

アニメーション科を選んだのは、

はどうかと言ってくれたおかげで、

高校時代、映画にはまっていて、ま

目標もできて、なんとか完成させた

た、マンガも好きだったので、その

んです。そのときに言い出しっぺの

中間を取った、といったものでした。

責任で監督を引き受け、絵コンテを

１学期にアニメ制作の流れや基本

切ったことが、今の自分につながっ

的な技術を習ったのですが、セルに

たんでしょうね。
卒業後は制作進行、演出助手を経

際に動かしてみたくなりまして。夏

て、現在は演出として作品のスター

休みに有志を募り、自主制作アニメ

トから完成、その後のプロモーショ

に挑戦したんです。10人は集まっ

ン活動にまで幅広く関わっています。

たかな。みんながてんでにやりたい

アニメは集団作業なので、携わる人

アイデアを持ち寄るので、内容はロ

すべてに作品の意図や方向性を伝え、

【背景美術デザイナー】

ボットとセーラー服の美少女と宇宙

納得してもらうことも僕の役割。作

「プリズマイリヤ ２Wei Herz!」
などの背景制作を担当。小物のか

とミサイル乱舞とがごちゃ混ぜに

家性はもちろんのこと、コミュニ

なった、それは凄いものでした
（笑）
。

ケーション能力も必須な仕事だとひ

それでも、先生が学園祭に出品して

しひしと感じています。

2010年卒業

世界観をつくる背景をデザイン

「ひなろじ〜from Luck & Logic〜」
Blu-ray 上巻、下巻【特装限定版】 販
売 元：バ ン ダ イ ナ ム コ ア ー ツ
©Project Luck & Logic

PROFILE
1966年生まれ。静岡県出身。工業高校でプログラミングを
学ぶが、突如方向転換しアニメーターの道へ。監督としての
代表作は「ONE PIECE」TVシリーズ、劇場版「ワンピース
THE MOVIE デッドエンドの冒険」、
「虹色ほたる」、
「銀河へ
キックオフ!!」、
「マジンボーン」など。

CAREER COURSE

絵を描けるようになると、今度は実

永田杏子

FASHION ACCESSORIES

メーションキャラク

リアン・チャン・リン 2015年卒業

たちがもっと楽しめる作品作りが目標。
作画ひとつひとつのクオリティにこだわ
るよりも、セリフまわしや間合い、音楽

SPACE DISPLAY DESIGN

【アニメーター】

有限会社スタジオちゅーりっぷ

エンターテインメント性が高く、子ども

大好きな映画とマンガ。その中間を選択したら、アニメ監督になっていた
テレビアニメのキャラクターデザイン

たちや光源など細部まで描き込み、作品の世界観をつくり出す。

「銀河鉄道999
エターナル・ファンタジー」DVD

INTERIOR DESIGN

キャラクターの演出から
ストーリー展開の一翼を担う

ANIMATION

背景美術
デザイナー

MANGA

キャラクター
デザイナー

ILLUSTR ATION

アニメーター

先輩たちの実績を紹介！
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GR APHIC DESIGN

メが成り立たない重要な役割です。

未来の職業は？

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE

57

INTERIOR
DESIGN

インテリアデザイン科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

インテリアデザイン・コーディネート専攻
住宅設計専攻

WHAT IS
INTERIOR DESIGN?
インテリアデザインとは、人々が快適に暮らせ
る空間をデザインすること。イスやテーブルな
ど、家具そのものをデザインすることと解釈さ
れる場合がありますが、実際は、屋内の環境を
形づくるものすべてがその領域となります。イ
ンテリアデザインを大きく２つに分けると、ス
ペースそのものの形をデザインする
「設計」
と、
設計されたスペースを目的に沿って演出する
「コーディネート」
があります。

身 につくスキル

58

FIND YOUR FUTURE
インテリアコーディ
ネーター資格

基礎デザイン力

専門実践力

プレゼンテーション力

インテリアデザイン分野の専

プロの現場で通用するかを確

各授業で制作した作品は必ず

門的な知識・スキルの習得と、

認するために、授業の課題と

プレゼンテーションを行いま

就・転職する際に有利な資格。

２年早く、卒業と同時に二級建

創造性や社会性を備えた人材

して、住宅・ショップ・家具な

す。意図をアピールする力を

資格取得を考える学生を対象に

築士の受験資格
（実務経験免除）

育成のため、関連する幅広い

どのコンテストやイベント、

磨くとともに、整理能力、プ

した合格講座
（有料）
で資格取得

が得られます。試験合格のサ

建築士

デザイン分野を学びます。

企業課題に取り組みます。

ランニング力も高めます。

をサポートします。

ポートも行っています。

家具デザイナー

（２専攻共通）

（２専攻共通）

（２専攻共通）

（２専攻共通）

二級建築士資格
（住宅設計専攻）

４年制大学の建築系卒業生より

インテリアデザイナー
インテリアコーディネーター
リフォームプランナー
照明デザイナー
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インテリアと住空間、
バランスよく学ぶ２つの専門デザイン
初歩から段階を追って学びながら自分の興味や進路を見極め、

2

年次

インテリア、住宅各々の専攻を深める

□ インテリアデザイン演習

□ 住宅デザイン演習

CREATIVE ART

１年３期にインテリアか住宅設計かの専攻を選びます。デジタ

授業の特徴

ルとアナログをバランスよく学び、両専攻ともプロ資格の取得
を目指した対策講座も用意。毎年良好な就職実績も本科の強み
です。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

スケッチや製図、模型づくりを通して基礎を習得する

□ デッサン・スケッチ

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

□ デザイン演習
空間の特性を理解し、
住宅やショップの家具
などのコーディネート、
集合住宅などの規模の大きな設計課題に取り組みます。図面、

パネルや模型、パース

模型、３Dパースなどのさまざまな手段を用いて表現し、空

などで表現します。

間を考え、まとめていく力を身につけます。

□ ファニチャー

INTERIOR DESIGN

空間に合わせた家具や
雑貨をデザインし、そ

方を習得します。また、空間を描くことで、光、素材を意識
した着彩表現の力を養います。

の制作工程を学びます。

み、リアリティーの

空間を豊かにする発想

ある空間と生活を考

力や素材の知識、具現

えます。模型、図面、

化する技術を身につけ

パースで表現してプ

ていきます。

レゼンテーションを

□ CAD

学びます。

！
すめ
す

分 析力
や
しっか 提 案力が
り身に
つく

ここ
が

デザ
インの
実制
ほか
作の
力もつ
く

お

が
ここ

□ デザインサーベイ

お

す
すめ
！

術を身につけます。基本的な操作
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こ

に直結するスキルを身につけます。

こ

がお

すすめ！

自分の中には、たくさんの可能性が詰まっています。その可能性を信
原宿という立地を活かし、最先端の家具、雑貨を調査、研究す

じ、新たな道を切り開いていくためにも、基礎の力をしっかり身につ

ることによって、家具、雑貨のデザインとインテリアコーディ

けていきましょう。そして、自らの視点であらゆる物事をとらえなが

ネートに役立てます。

ら、濃密な２年間を過ごしてほしいと思います。

鈴木知子
武蔵野美術短期大学生活デザイ
ン学科卒業後、サイトワークス
建築設計事務所に勤務。商業ビ
ルから住宅設計、店舗設計企画
な ど 幅 広 く 業 務 に 携 わ る。
2000年、スタジオヤンシュ設
立。二級建築士。

CAREER COURSE

必 須な
仕 事で ルも
キ
ス
D
CA

仕事では必要不可欠なCADの技

のBIMの作成方法まで学び、就職

自分に秘めた可能性を信じて、
濃密な学生生活を過ごそう！

インテリアデザイン科 講師

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

から２D図面、３D図面、最先端

SPACE DISPLAY DESIGN

空間に機能を持ち込

ANIMATION

スタイリングを考え、

MANGA

や照明、ファブリック

立体を描くことにより、物を正確にとらえる力や陰影のつけ

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE
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建物や家具を描くデッサンの授業などで基礎デザイ
ン力を身につけるとともに、インターンシップや公

CREATIVE ART

学生作品

基礎力を身につけて
デザイン性のあるものづくり

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

募展で実務を学んだり、他学科との連携授業など多
彩なカリキュラムで専門スキルを高めます。また、
作品を制作するごとにプレゼンテーションを行うの

GR APHIC DESIGN

で、デザインの意図を的確に伝えるスキルも向上し
ます。

「マンションのインテリアコーディネート」

ILLUSTR ATION

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年
インテリアデザイン演習

住宅設計専攻 ２年 住宅デザイン演習「グループ制作」
各住宅を個人で設計し、それらによる街並み、および公共施設の計画。

MANGA
ANIMATION

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年
卒業制作「箱の遊び場 児童館アネックス」
子どもの遊びの空間を丁寧に考察した作品です。

住宅設計専攻 ２年
住宅デザイン演習「住宅の設計」

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年

卒業制作「Cerebrum sollertia」
アーティストのための移動型、宿泊・制作・展示施設。

インテリアデザイン演習「グループ制作」
ホテルエントランスのインテリアデザイン。

島田大輝

夜景やイルミネーションを見るのが好

が、授業を重ねる毎に自分には無理だ

きだったことから、照明デザイナーを

と思っていたことができるようになっ

目指すように。TDAでは照明だけで

ていくので楽しいです。高校生の頃よ

なく空間全体の作り方や、床や壁など

り苦手なことにもチャレンジ精神を持

の素材についても幅広く学ぶことで光

つようになりました。分からないこと

の表現にも新たな発見が得られます。

は積極的に聞き、今まで知らなかった

入学するまではデッサンや立体模型制

照明の世界にたくさん触れ、夢を実現

作などを学んだことがなかったのです

させていきたいです。

CAREER COURSE

住宅設計専攻 ２年

素材や空間構成を総合的に学び、
夢の可能性を広げていく

沖縄県立首里東高等学校出身

FASHION ACCESSORIES
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１年 構成「立体構成」

インテリアデザイン科

SPACE DISPLAY DESIGN

STUDENT'S VOICE

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年
プレゼンテーション
「企業課題・照明デザイン」

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年
インテリアデザイン演習「フードコート」

INTERIOR DESIGN

インテリアデザイン・コーディネート専攻 ２年
ファニチャー「イス」
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毎日が豊かになる暮らしを
デザインするプロに
私たちが暮らす上で必要な家やショップ、オフィス、

ALLOY代表

ン。階段の位置や照明器具ひとつで、私たちはくつろ

山崎勇人 Y UTO YA M A Z AKI

CREATIVE ART

病院。いずれにも関わってくるのがインテリアデザイ

将来の仕事

プロダクトをメインに、
空間デザインを幅広く手がける

いだり、幸せな時間を過ごすことができるのです。卒
業後は建築士から家具デザイナーまで、人々の暮らし

GR APHIC DESIGN

をデザインする職業が待っています。

未来の職業は？

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

リフォーム
プランナー

オフィスから住まいまで、
さまざまな屋内空間をデザイン

インテリアに関する
あらゆる要素をコーディネート

デザインセンスと
建築知識を活かしてリノベーション

一戸建てやマンションなどの住空間と、

依頼主の要望に応じて、オフィスなどの

商・住空間の改築依頼主から要望などを

オフィスや店舗などの商空間の、内装の

室内や住・商空間を仕上げ材、家具、照

聞き、利便性を考慮しながらも用途に

計画から設計、施工管理までを行います。

明などでトータルコーディネートします。

合った空間をデザインします。

MANGA

インテリア
コーディネーター

ILLUSTR ATION

インテリア
デザイナー

家具デザイナー

街をはじめ、都市空間を
照らし彩りを加える演出家

建築事業の中心となり、
人々の暮らしを支える存在

飽きがこない見た目のよさと
使いやすさを追求

インテリアをはじめ、商業施設、建築、

「建築士」
は一級建築士・二級建築士・木造

家庭用・オフィス用の家具をデザインす

都市計画など、適切な光源の選択や空間

建築士のいずれかの免許を取得した人で

る職業で、実際に制作まで行う場合と、

における効果的な照明手法を提案します。

す。設計、建築工事、管理を行います。

デザインのみを行う場合とがあります。

家のインテリアをデザイン
個人宅の内装などをデザイン。お客さまのニーズに合わせ、新築
でも木古材を貼るなどして、雰囲気のある空間をつくる。

ゲストハウス兼バーラウンジの敷
地内にある鉄製バイクスタンドを
設計、制作し、設置まで担当した。
ルームキーにつける真鍮製プレー
トは、栓抜きも兼ねている。

イナーとコラボしたアルミのアクセサリーの
「JEWEL」
（右下）。

住宅・店舗・宿泊施設・街づくりなど、幅広くデザイン。設計・
施工も自身で手がけ、多くのお客さまに喜ばれています。
おもいやり設計 小川屋 代表

小川 奈月 2011年卒業

ト、料理など、あらゆるものに
「デ
ザイン」というキーワードが隠され

かけて原宿まで来ていた僕にとって、

ていると思ったから。留学先のミラ

TDAはまさに理想の立地。大好き

ノではデザイナーのアシスタントを

な街で勉強できるとあって、毎日通

する機会に恵まれ、デザインという

うのが楽しみでしたね。“ものをつ

仕事のプロセスを再認識することが

くる教室”という雰囲気もお気に入

できました。

りでした。卒業後はエンジニアとし

帰国してからは、同じTDAの卒

て製造メーカーに勤務し、アルミ

業生で偶然にも同郷の先輩とアトリ

サッシやテーブル、カーポートなど、

エをシェアし
『ALLOY』を立ち上げ

アルミを素材としたさまざまな製品

ることに。今では、プロダクトデザ

づくりに携わってきましたが、入社

インを中心に、店舗や住宅のリノ

して10年が過ぎた頃、もう一度デ

ベーション、家具や什器などのデザ

ザインというものを見つめなおして

イン、制作、設置まで手がけていま

PROFILE

みたくなり、留学を決意。イタリア

す。TDAで学んだCADや模型制作

で学ぼうと思ったのは、家具や建築

などの知識と技術が役立っているん

1981年生まれ、埼玉県出身。2001年インテリアデザイン科
卒業後、製造メーカー勤務とイタリア留学を経て、2012年

物はもちろん、ファッションやアー

ですよ。

に『ALLOY』を設立。国内はもとより、海外までも視野に入
れた幅広い展開を目指し、各種展示会にも精力的に出展中。

CAREER COURSE

【インテリアデザイナー】

小学４年生でファッションに目覚
め、はるばる秩父の田舎から３時間

FASHION ACCESSORIES

兼子 悠 2008年卒業

お客さまの思いをデザインで叶える

64

ナルとともに、オリジナルブランドを展開する。
スタック可能なガラス瓶に、用途別の蓋をデザ
インした「TAPPO」
（右上）。ファッションデザ

分野や素材の垣根を越えて、ものづくりに取り組んでいきたい

【インテリアデザイナー】

株式会社TIMELESS STYLE

ものづくりを通して複数の要素（作り手、デザ
イナー、素材、地域）を結びつけたいという想
いもこめられている。各分野のプロフェッショ

SPACE DISPLAY DESIGN

先輩たちの実績を紹介！

る ALLOY＝「すべてを結びつける」がコンセ
プト。さらにALLOYには合金の意味もあり、

INTERIOR DESIGN

建築士

ANIMATION

ものづくりの街・蔵前の一角にある店舗兼デザ
イン事務所。ALL＝すべてを LOY＝結びつけ

照明デザイナー

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE

65

SPACE DISPLAY
DESIGN
空間ディスプレイデザイン科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

空間ディスプレイデザイン専攻

WHAT IS SPACE DISPLAY
DESIGN?
お店や商品などを、よりわかりやすく、より美
しく、よりかわいらしく見せて、商品価値をア
ピールするのが、ディスプレイデザイン。わか
りやすくいえば、“空間を演出する”ということ。
街やデパートにあるショップやウインドウ、テ
レビ番組のセット、
博物館や美術館、
テーマパー
クに展示会、クリスマスツリーの装飾……。実
は、私たちの身の回りに空間ディスプレイデザ
インはあふれているのです。

身 につくスキル
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FIND YOUR FUTURE
基礎デザイン力

演出力

コミュニ
ケーション力

プロデュース力

デジタル
デザイン力

空間デザイナー
ディスプレイデザイナー

商業空間を装飾するために欠

専門知識・スキルをベースに、

現場ではチームプレーが基本。

実践的授業を通して企画から

装飾・演出現場で求められる

かせない基礎的なデザイン力

人に感動を与え、商品を魅力

グループワークを多く取り入

デザイン、制作、施工まで全工

CADなどを習得し、サイン・

を、デッサンや製図などの授

的に見せるといった点を重視

れ、他者と連携しながら進め

程を学び、ひとつのプロジェ

POP・CI等のグラフィックや

業を通して習得。実践の場も

し、固定観念にとらわれない

るコミュニケーション力の向

クトをプロデュースできる力

映像の制作を通してデジタル

ステージデザイナー

設け、能力向上を目指します。

空間演出力を磨きます。

上に力を入れています。

の習得を目指します。

デザイン力を身につけます。

ショップデザイナー

商空間プロデューサー
ショーイングデコレーター
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2

街をステージに、
人を魅了する空間を考える

年次

空間ディスプレイデザインを専門に学べる学科。ショップやイ

VISUAL DESIGN

STUDY
GUIDE

装飾分野と空間展示分野で実務を数多く体験

□ ショーウインドウデザイン

□ ステージデザイン

CREATIVE ART

ベントなどのデザイン・装飾・演出について学びます。選択科目

授業の特徴

のイベント空間
（ステージ・展示会）とディスプレイ
（ウインド
ウ・装飾）
では専門性を高め、日本空間デザイン協会や百貨店・
企業とのコラボレーションでは実践力と社会性を養います。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

原宿の街並みに調和

さまざまなシーンでの装飾と演出の基礎を学ぶ

したウインドウデザ
インを、企画からデ

□ ディスプレイ演習

ザイン、制作まで一

コンサートやファッ

連の作業を通して実

ションショーの舞台

際に形にするまで行

でのステージデザイ

います。

ンの基本的な考え方

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

が
ここ

□ グラフィックワーク

展示会ブース
（展示小間）
のデザインを基

サイン、看板、案内表示、

らデザイナーやクライアントをお呼

礎から学びます。企業テーマ・企画・運

企業CI
（コーポレートアイ

びして企画からデザインまでの空間

営・演出を考え、文字
（ロゴマーク）
・模

デンティティ）
、デザインの

表現を総合的に学習し、プレゼン

型・図面を制作し発表します。

働きを理解し、パソコンを

テーション能力を養います。

きさを考え、床・壁の模様や色をデ
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お

商 品の
お 店の
わかる
が
方
魅せ

ウインドウなどの布を使ったショーイングのテクニックを中心
に、ショップでの商品、製品を見やすく、買いやすくする陳列

ディスプレイの世界は範囲が広く、ショーウインドウだけでなく、

ザインし、機能的な店舗の基本を学

方法と演出を中心に学びます。VMD（ビジュアル・マーチャン

ショップ、舞台セット、イベント展示などがあります。皆さんの興味

びます。豊かな空間の演出方法、発

ダイジング）
の役割を理解することで、よりよい売り場を考え

のあることが見つかるかもしれません。そんな空間ディスプレイデザ

想力の基礎を養います。

る力を養います。

イン科で勉強してみませんか？

空間ディスプレイデザイン科
講師

秋山裕美
ディスプレイデザイナー。会社
勤務（百貨店のウインドウデザ
イン、デコレーション）を経て、
現在はフリーランスで活動。ウ
インドウの他、多種多様なデコ
レーションも行っている。

CAREER COURSE

ことによって、ショップ・什器の大

ここ
が

ショップの模型
（モデル）
を制作する

活躍分野が幅広いディスプレイ
デザインの世界を学んでみませんか？

！
すめ
す

用いて具体的なサイン等を制作します。

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

on the

す
す
め！

□ ショップ装飾

公募・産学活動などに参加し校外か

oud ＊
cl

ream
ec

がお
ここ

SPACE DISPLAY DESIGN

□ モデリング

□ エキシビジョンデザイン

fe ＊ic
ca

加を通して実務能力や社会性を身につけます。

ザインを考えます。

INTERIOR DESIGN

企業との産学協同、コンペティションへの参

ン、
デ ザイ
プロの 験できる
体
現 場を

の観点から魅せるデ

ANIMATION

著名デザイナーの特別講義や原宿祭での装飾、

に舞台ライティング

す
すめ
！

お

□ プレゼンテーション技法

MANGA

を習得します。とく
実 際の
仕
流れを 事と同じ
すべて
経験
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スケッチや製図とあわせて、グラフィックやプロ
モーションを学ぶことで、プロデューサー感覚を身

CREATIVE ART

学生作品

プロデューサー感覚で作る
ディスプレイや商空間

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

につけた空間デザイナーを目指します。また、いか
に人に感動を与えられるか、商品や人などを魅力的
に見せるかといった点を重視して、固定観念にとら

GR APHIC DESIGN

われない作品を制作していきます。

ILLUSTR ATION
MANGA

２年 卒業制作 空港での台湾の祭りをテーマとした観光イベント。

ANIMATION
INTERIOR DESIGN

２年 卒業制作／

の空間デザイン。空間表現・イベント内容からグラフィッ
ク・写真までのトータルデザインを提案。

STUDENT'S VOICE

ピンワーク
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１年 ショーウインドウデザイン１／アンテナ
ショップの店内ウインドウの企画デザイン

１年 空間演習／
季節の装飾

櫻井未惟

小学5年生で自宅のリフォーム計画を

などメリットがたくさん。授業では

考えるなど、小さい頃からインテリア

ショップのディスプレイ制作などはも

好きでした。高校では建築デザインを

ちろん、作品のコンセプトをクラスで

学びましたが、もっと多様な空間デザ

発表することを通じてプレゼンテー

インをしたいと思い、TDAを選びま

ション力も高まりました。伊勢丹新宿

した。学校帰りに街で最先端の空間や

店との産学コラボでは仕事現場を実践

建物を見ることができ、ディスプレイ

的に体験。こうした経験を将来の仕事

関係のアルバイトを紹介してもらえる

に活かしていきたいです。

CAREER COURSE

１年 ショップ装飾１／
デコレーション・ショーニング・

大阪市立工芸高等学校出身

FASHION ACCESSORIES

空間のジャンルにとらわれず
多彩な経験を将来の糧に

空間ディスプレイデザイン科

SPACE DISPLAY DESIGN

２年 CAD／展示会のブースのデザインと設計

生花を使用したイベント空間「pop-up store」
生活の中に花を取り入れた雑貨・香水メーカーのため

71

モノや空間の魅力を
最大限に魅せるプロに

店内からエキシビジョンまで、
あらゆる空間にストーリーを創り上げる

「カッコイイ」
「欲しい」など人の気持ちに呼びかける

株式会社マリ・アート

そのスキルを発揮できるのは、デパートのウインドウ

工藤真央 M AO KU D O

CREATIVE ART

空間を作り上げていくのが空間ディスプレイデザイン。

将来の仕事

から、商品が並ぶ什器、ステージとさまざま。道行く
人やステージを見に来たお客さまなど、デザインした

GR APHIC DESIGN

ものが多くの人の目に留まる職業です。

未来の職業は？

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

流行や季節を取り入れ、
商品を魅力的に見せる空間演出

“今”を取り入れ、
時代に求められる商空間を提案

ミュージアムや展示会、イベント会場な

目的や季節に合わせ、人の目を引く、

周辺の商業特性の調査・分析、資金計画、

どさまざまな空間の企画・設計から演出

ショーウインドウや展示会場の展示・演

店舗設計、ロゴデザインなど、土地探し

までを手がけます。

出をデザインする職業です。

から開店までをサポートします。

ショーイング
デコレーター

ステージ
デザイナー

ショップ
デザイナー

技術やスキルを駆使して
商品を魅力的に飾る

ステージの支え役として
来場者に感動を与える

商空間をトータルデザインする
スペシャリスト

ショーイングの技術
（ピンナップ、テグ

映画、TV、コンサート、舞台などで使

物販、飲食店、ホテルなどの商空間を、

スワークなど）を用いて、商品が魅力的

用するセットや大道具、小道具のデザイ

オーナーと利用者のニーズに合わせ、

に見えるよう飾りつけをする仕事です。

ンから制作までを行います。

トータルでデザインします。

伊勢丹新宿店、本館6・7階催事場のほか、フロアの顔ともなる2階のザ・ステージ#2などが主な活躍の舞台。
店内のアートフレームや壁、床、マネキンなどに商品が魅力的に見えるようディスプレイを施していきます。
催事や時期に合わせた売り出しテーマをどう表現するのかが腕のみせどころ。

SPACE DISPLAY DESIGN

先輩たちの実績を紹介！
ショーウインドウの中に広がる別世界に魅せられて

人の目に留まるブースを制作
【空間デザイナー】
アジア最大級、国際食品展・飲料展のUSAパビリオン全体のデ
ザインを担当。アメリカを意識しつつ、来場者の目に留まるよ
株式会社エキスポインターナショナル

高井由香 2007年卒業

商業施設に入る店舗をデザイン
アークヒルズ内にオープンしたイタリアンレストランの店舗設
計を担当。商業施設と店舗、いずれのコンセプトにも沿うよう
に設計。
Gii design
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加覧晴香 2006年卒業

高校では服飾デザインを専攻。勉
強のため友人と銀座の街を訪れたこ

を担当するチームです。施工管理か

とが、今の仕事に進む大きなきっか

ら、設計、デザインと幅広く手がけ

けとなりました。暗くなった街の中、

ています。週に１回、店内装飾の切

色とりどりのライトに照らされた路

り替えを行うため、施工や内装担当

面店のショーウインドウが、まるで

の職人さんたちに同行し、閉店後の

別世界のように輝いて見えて、目を

百貨店内で作業を監修します。同時

奪われたんです。さらに、文化祭で

に私自身も手を動かしてディスプレ

のファッションショーを通し、服を

イを仕上げていきますが、限られた

キレイに見せるための空間づくりに

時間内での作業なので、ときには徹

興味を抱き、ディスプレイ科のある

夜になってしまうことも。でも、開

TDAに進学しました。TDAで学ん

店時間になり、来店されたお客さま

だCADや施工、VMDなどの知識と

PROFILE

から
「かわいい」
「キレイね」などの

技術に加え、高校時代に身につけた

言葉を耳にすると、達成感を覚える

布地の扱い方を武器に、私らしいデ

1993年生まれ、埼玉県出身。TDA卒業後、工房が併設され
た株式会社マリ・アートに入社。もともと「ものづくり」が好

ことができます。

コレーションを創りたいです。

きで選んだ仕事なので、制作の現場が身近にある職場は、理
想的な環境だという。

CAREER COURSE

【ショップデザイナー】

私が所属するのは、伊勢丹新宿店
本館の店内や催事場のディスプレイ

FASHION ACCESSORIES

うなブースを制作。

INTERIOR DESIGN

ミュージアムや展示場などの
空間を彩るクリエイター

ANIMATION

商空間
プロデューサー

MANGA

ディスプレイ
デザイナー

ILLUSTR ATION

空間デザイナー

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE
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FASHION
ACCESSORIES

ファッションアクセサリー科
［ 2年制 ］

職業実践専門課程

ファッションアクセサリー専攻

WHAT IS FASHION
ACCESSORIES?
指輪やネックレスなどのアクセサリー、ウォ
レットやバックルなどのファッション雑貨は、
その人らしさを表現するアイテムです。本科で
は、銀や銅、チタンなどのメタルはもちろん、
革やアクリルなど多様な素材を取り扱いながら、
オリジナリティあふれる作品を制作。
また、
シー
ンに合わせたコーディネートやディスプレイな
どもあわせて学んでいきます。

身 につくスキル
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FIND YOUR FUTURE
デザイン力

素材の加工スキル

ワックス技術

実践力

発想力

アクセサリーデザイナー
ジュエリークラフトマン

ジュエリーデザイナー

デッサンやスケッチを通し、

さまざまな素材の特性を学び、

現代のジュエリー・アクセサ

大手宝飾会社や原宿のショッ

ショップ調査や宝飾展見学など

物の形の測り方、質感や量感

ファッションアクセサリーを

リー制作の主要なテクニック、

プとのコラボを通して、専門

を通して、制作技術と共に欠か

の表現を習得。イメージをデ

生み出すための加工法を身に

ワックスによる原型制作を学

スキルはもとより、コミュニ

すことのできない発想力を磨き

ザインとして形づくる力を養

つけます。専用工具と機械の

びます。プロにも劣らない技

ケーションやプレゼンテー

ます。実際のモノに触れて新し

ジュエリーコーディネーター

い、感覚を磨きます。

使用方法も習得します。

術を体得します。

ションのスキルも育みます。

い発想を生み出します。

工芸作家

ジュエリーアドバイザー
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年次

金属を使用したジュエリー、アクセサリーとさまざまな素材を

商品化を意識してデザインと技法を考える

□ ファッション雑貨

□ アクセサリー商品制作

技術とデザインを基礎から学習。衣装とのコーディネート、商
品のディスプレイ技術も習得します。また、原宿のショップとの
コラボや宝飾会社の企業課題にも取り組み、実践力を高めます。

年次

※希望者のみ

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

（プラス１）※

9:00-10:30

10:40-12:10

13:10-14:40

14:50-16:20

16:40-18:10

さまざまな素材の扱い方や加工技術を学ぶ

□ デザイン表現

□ ファッションコーディネート
が
ここ

“ 魅せ
テク”
身につ が
く！

お

す
すめ
！

ILLUSTR ATION

1

GR APHIC DESIGN

授業時間（月~金）

お

CREATIVE ART

使用したファッション雑貨を中心に、手仕事によるものづくり

授業の特徴

ここ
が

お 店で
売る
考えて ことを
作れる

VISUAL DESIGN

2

ファッショナブルな
アクセサリーづくりを学ぶ

！
すめ
す

STUDY
GUIDE

皮革を素材として、ウォレットなどのファッション雑貨を制
作しながら素材の特性や加工を学びます。シルバーなど異素
材とのコンビネーションも学びます。

MANGA

□ 宝飾会社企業課題

ANIMATION
INTERIOR DESIGN

構成、色彩研究、デッサンなどを学び、最終的に自分のアイ
デアをスケッチに起こし、形にすることが目標。観察眼や豊
かな発想力を養います。

ファッションコーディネートやディスプレイテクニックを学び、

ここがおすす
め！

衣装とアクセサリーの組み合わせや、商品の魅力的な展示方法
ここ
が

を習得します。
大手宝飾会社からテーマをいただき、
実際に店頭で販売されることを想定

□ ショップコラボレーション

活きる
仕 事に
課題
の
践
実

テーマに沿って、オリジナ
ルのジュエリーを制作しま

してジュエリーを制作します。また、

す。リサーチ、企画デザイ

企業の商品開発部の方へのプレゼン

ン、制作という商品開発の

テーションも実施。プロ視点のアド

流れを自分で計画し、着実

バイスが受けられます。

に進めます。

こ
こ
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お

お 店と
お 客さ
まの
ニーズ
を体 感
！

作ることの楽しさや身につける喜びを忘れずに
仲間と共に学んでいきましょう
授業では、自分の中にあるアイデアやイメージをさまざまなツールや

企業の現場で実際に行われている制作工程を学びます。石付

プ
（宝飾店や工房など）
の希望に応じたマ

きデザインリングの制作を通して、デザインから原型制作、

リッジリングを制作し、お客さまが購入

ものづくりの楽しさや身につける喜びを感じながら、誰もが身につけ

量産技術までの流れを習得します。

したい見本として店内に展示されます。

たいと願うようなアクセサリーを作っていきましょう。

技術を使い具現化していきます。
「描いて、作って、形にする」
という

学科長

古屋泰史
ジュエリー職人。専門学校卒業
後、ジュエリーメーカーやブラ
イダルジュエリーの製造販売会
社に勤務。以来、ブライダルや
ファッションアクセサリーブラ
ンドの商品制作に携わる。

CAREER COURSE

原宿周辺のブライダルジュエリーショッ

が

め！
すす

ファッションアクセサリー科

FASHION ACCESSORIES

FROM TEACHERS

SPACE DISPLAY DESIGN

プロと
同じ方
法で
リング
を作れ
る

お

！
すめ
す

□ ジュエリー技法
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さまざまな素材を加工し
イメージをカタチにする

VISUAL DESIGN

STUDENT'S
GALLERY

２年
ファッション雑貨／
皮革

銀、銅、チタン、真鍮、アルミなどのメタルから革

CREATIVE ART

やアクリルなどの素材の特性や特徴を学び、加工技

学生作品

法を習得します。手描き・デジタル双方のデザイン・
製図表現とコスト計算、プレゼンテーションを学び、
企画力も養います。さまざまな素材の中から材料を

２年 卒業制作／ファッションアクセサリー
ロココ調時代の華やかさをテーマにした存在感のあるアクセサリー。

GR APHIC DESIGN

選択し、イメージしたカタチへと仕上げていきます。

２年 卒業制作／モデルを使用したPOP
ILLUSTR ATION

卒業制作／ティアラ

MANGA

２年
ファッションアクセサリー／ブローチ

２年

１年
ジュエリー技法・
ワックスモデリング技法／リング

INTERIOR DESIGN

２年 卒業制作／ファッションリング
鑑賞者の想像力を広げる、恋にまつわる一場面をリアルに表現。

ANIMATION

２年 卒業制作 ／ファッショナブルなメガネ

１年 マテリアル／アクリル板を使ったハーブ・コンテナ（エコデザイン）

作りたい気持ちを応援してくれるから、
ファッションがますます大好きに！

１年 カジュアルアクセサリー／ストラップ

２年
ジュエリー制作／
リング・ピアス
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２年 卒業制作／アクセサリー

埼玉県立川越総合高等学校出身

渡辺莉緒

高校の頃からアパレル業界を目指して

行き詰まったときは励まし合ったり教

いましたが、ミシンが苦手で進路を

え合ったり。おかげで人見知りだった

迷っていた頃、ファッション好きの親

性格もすっかりオープンになりました。

が見つけてくれたのがTDA。さまざ

デザインへの興味も増し、
「このモチー

まな技法を学べて先生にも気軽に相談

フをアクセサリーにしてみたら？」
「組

できるTDAは、
「好きなものを作りた

み合わせたらどうなる？」など想像し

い！」という気持ちが強い私にぴった

ながら、この恵まれた環境を毎日楽し

りの場所でした。学生同士も仲が良く、

んでいます。

CAREER COURSE

２年 ファッションアクセサリー／バックル・ブローチ

ファッションアクセサリー科

FASHION ACCESSORIES

１年 デザイン表現／
ベネチアンマスク

STUDENT'S VOICE

SPACE DISPLAY DESIGN

２年 デザイン表現／デザイン画（コンペ入賞作品）
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想いや暮らしを彩る商品や
作品を提供するプロへ

「好きなもの」と「売れるもの」を
融合させた作品づくりを

大切な人との絆やお祝いごとなどに贈られることもあ

エステールホールディングス株式会社

えてくれるファッショナブルな雑貨。企画・デザイン

堀口咲絵 SAKI E H O RI GU CH I

から販売まで商品に関わり、身につけた人に幸せや喜
びを届けることができる職業です。

卒業後の進路はじつに多彩。学んだ専門スキルを活かして夢の舞台へ。

ジュエリー
デザイナー

ジュエリー
クラフトマン

あらゆる知識をもとに
商品をデザインする

宝石の魅力を引き出す
ジュエリーづくり

金属や石を使用して
想いを形にする職人

アクセサリー専門のデザイナーで、

金・銀・プラチナや各種宝石を材料に、指

お客さまの要望やデザイナーの希望を専

ファッションや素材に関する知識や、

輪、
ネックレス、
ピアスなどのジュエリー

用工具や専用機器を使い、さまざまな技

マーケティング力も必要となります。

をデザインします。

法で、忠実に精密に形づくります。

ジュエリー
アドバイザー

ジュエリー
コーディネーター

工芸作家

適切なアドバイスをして
ジュエリーを販売

ジュエリーコーディネートで
お客さまを輝かせる

独自のインスピレーションを
表現する工芸品づくり

ジュエリーの販売員としてお客さまの希

お客さまの好みを理解し、TPOに合わ

金属、陶器、織物、木工、革など多彩な

望をもとにファッションとのコーディ

せてジュエリーの選択や組み合わせ方な

素材を使って、インスピレーションした

ハートやクロス、蝶など、時代を問わずに人気が高い定番モチーフの中
に、自分らしいテイストをどう取り入れていくかがデザインのポイント。
ハートのモチーフひとつをとっても、縦横の比率や曲線のラインを変え

ネートの仕方などアドバイスを行います。

ど、アドバイスを行います。

イメージから独自の作品を制作します。

るなど、細部にまでこだわって表現している。

ANIMATION
INTERIOR DESIGN

シンプルな定番モチーフの中に、自分らしいこだわりを盛り込んでいきます
アクセサリーを
リフォーム
【ジュエリー
クラフトマン】

ために、街のショップを見てまわっ
たり、雑誌を見てアイデアを増やし

ます。私が手がけているのはライト

ます。販売員として店頭に立つ機会

ジュエリーであるK10を使用したブ

もあり、お客さまに自分がデザイン

ランド
「Honey Gold」や、シーズン

した商品をご購入いただける瞬間は
とても嬉しく感じます。

お客さまのタイピンに

ごとの企画商品で、ショッピングセ

終仕上げまでを手がけ

付いていたサンゴと

ンターを中心に全国約380店舗で販

ものづくりを仕事にしようと考え

たマリッジリング。

パールを使って新しい

売されています。ひとつの商品がで

ている学生さんは、とにかくいろい

180度捻っている面に

アクセサリーにリフォ

きるまでには、何度もデザイン画や

ろなものに目を向けることが大切だ

レディースはダイヤ、

ーム。親子で使えるペ

サンプル作成を繰り返します。その

と思います。ジュエリーだけではな

メンズはペイズリー柄

アのデザインに。

段階を経て、初めてお客さまに見て

く、異なった分野の商品、たとえば

いただけるジュエリーになっていき

インテリアや雑貨、化粧品のパッ

ます。

ケージにも、デザインのヒントはた

で花を表現。

学生時代は好きなものを制作でき

くさん隠れています。見ることはと

PROFILE

ましたが、今は“売れるもの”を作り

ても大切。そして、好きという気持

1983年生まれ、埼玉県出身。TDAでは、ジュエリーのほか、
革や真鍮などの素材を使った制作まで学べたのが収穫だった

株式会社B.L.S.

株式会社B.L.S.

出すことも頭に入れつつデザインを

ちを持ち続けることが何よりも大事

田中 晋

小松研人

2007年卒業

2013年卒業

起こします。新しい商品を考え出す

だと思います。

という。卒業後はAs-meエステール（現エステールホール
ディングス）株式会社にデザイナーとして入社。

CAREER COURSE

企画・デザインから最

FASHION ACCESSORIES

商品企画開発課では、複数のブラ
ンドのジュエリーを企画制作してい

SPACE DISPLAY DESIGN

【ジュエリー
クラフトマン】

MANGA

永遠を誓う
アクセサリー

ILLUSTR ATION

アクセサリー
デザイナー

先輩たちの実績を紹介！

80

GR APHIC DESIGN

未来の職業は？

CREATIVE ART

るジュエリーやアクセサリー、そして生活に彩りを与

将来の仕事

VISUAL DESIGN

DREAM
GUIDE

81

0120-430-118

E-Mail career@tda.ac.jp

URL https://www.tda-c.jp/

CREATIVE ART

グラフィックデザインコース
［１年間 週３日 310時間 ］

グラフィックデザインの基本から応用まで、ステップ
アップしながら学ぶコース。広告・出版・Webの各領

キャリアコース

職時の選択肢も広がります。

POINT 1

POINT 2

幅広い領域を学ぶことで就・

ゲスト講師を招いての「特別講義」

転職活動を有利に展開

［ 社会人・大学生向け講座 ］
短い期間でクリエイティブのノウハウを習得
フィックやイラスト、Webなど、初心者で

ILLUSTR ATION

する、社会人や大学生向け講座です。グラ
POINT 3

も安心して学べます。

課題作品は就・転職活動用ツール

授業時間
19:00-21:00/21:30

土

12:30-16:30/13:30-16:00

受講生作品
MANGA

月~木

「ポートフォリオ」に

GR APHIC DESIGN

域をカバーするので身につくスキルが幅広く、就・転

VISUAL DESIGN

CAREER
COURSE

キャリアコースの詳細資料のご請求・お問い合わせ

開講講座

ANIMATION

イラストレーションコース
［１年間 週３日 260時間 ］

イラストレーションの技術を１年かけて基礎から学び、
修了時には売り込みや個展などの活動が可能なレベル
師陣が、豊富なノウハウを伝授します。

POINT 1

POINT 2

パソコンスキルもしっかりと

自分のスタイルを模索してオリジ
ナリティを追究

現役イラストレーターだから伝え
られる活きたノウハウ

受講生作品

集中して学び、即戦力を目指す実践的なプログラムを展開
じめ、就・転職希望などさまざ

最適な講座が、社会人・大学生

まな目的の方に広く利用してい

向けの夜間講座です。グラフィッ

ただけます。授業は多忙な方も

クデザイン・イラストレーショ

通いやすい週２～３日の夜間又

ン・Webデザインの各コース

は土曜の日中。ダブルスクール

で、自分のイメージを自在に表

希望者には費用減免制度もあり

現できるクリエイター能力を育

ます。昼間部の就職部と連携し

成します。基本から応用まで、

た就職サポートは受講中だけで

豊富な課題制作を通じて学ぶ実

なく、修了後もサービスが受け

践型授業で、多彩なノウハウと

られます。

グラフィックデザイン講師

宮澤孝博
92年多摩美術大学グラフィック
デザイン科卒業後、広告制作会社
勤務を経て2003年に独立、広告
制作会社、有限会社ブレイドデザ
インを設立。アートディレクター
として広告を中心に企画制作、グ
ラフィックデザイン、ブランディ
ン グ、 映 像 デ ィ レ ク シ ョ ン、
WEBデザイン等、多数制作。受
賞歴：坂東市映像コンテスト最優
秀賞、JAA広告賞銅賞、日本産業
広告賞受賞、読売広告賞受賞、他

Webデザイン
短期速習コース
［４ヶ月 週２日 60時間 ］

POINT 1
HP制作を基本か
ら学びたい初心者
の方に最適

Webサイトの仕組みの理解から
スタートし、htmlやCSS、Illustrator

グラフィックデザイン
入門コース
［ 約３ヶ月 週１〜２日 32時間 ］

IllustratorとPhotoshopの基本操作を
学び、名刺・リーフレットなどの制作

等での演習を積み重ねます。最終

POINT 2

的にはプランニング〜実制作まで

対面式授業なので

スキルを身につけます。ライフスタイ

オリジナルサイトの立ち上げを

講師にその場で質

ルから選べる平日／土曜の２クラス

４ヶ月間の集中受講で学びます。

問でき理解もしや
すい

を通じてオリジナルのツールが作れる

制。 企業研修にも最適です。

CAREER COURSE

知識を体感的に習得。趣味をは

しいことを始めたい人にとって

FASHION ACCESSORIES

時間を有効に活用して、何か新

SPACE DISPLAY DESIGN

POINT 3

INTERIOR DESIGN

への到達を目指すコース。現役イラストレーターの講

◆ キャリアコースは付帯教育のため、専修学校専門課程ではありません。 ◆ 開講講座は変更となる場合があります。
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83

基礎と実践

社会を
経験できる

P.88

P.90

感性を育む

「楽しい！」が
詰まった

1 年間

の学び

さまざまな活動

学校生活を支える

施設・設備
P.94

P.86

自分らしく

TDAでは、自分らしく
成長できるための学びがいっぱい。

学 べ る

つの
理由

仲間たちと一緒に学生生活を楽しもう！

高度な学びを
実現する

講師陣
P.96

未来をつくる

キャリア&
就職支援
P.98

84

キャンパスは

原宿の 街！
P.106

オープンキャンパスに
参加してみよう！
P.110

85

「楽しい！」が 詰まった

1年間

TDA には、先生や学生同士が自然に仲よくなれる楽しいイベントが盛りだくさん！
仲間たちとステキな時間をシェアしよう。

一般のお客さんが僕の作品を

入学式

海外研修旅行

（希望者）

入学式は、厳かな明治神宮の森に位置する
「明治神宮会館」で行われます。

ヨーロッパの各都市の訪問や

ドキドキの学校生活がスタート！

4

月

5

月

原宿祭

作品展示のほか、学生主体のイベントや
アトラクションが盛りだくさんの学園祭。

インテリアデザイン科
日本工業大学

共同作業で友情も深まる。

駒場高等学校出身

清水 幻

パリのデザイン会社の研修など、
見聞を広める研修旅行です。

6

月

留学生懇親会

7

月

8

月

9

月

夏休み

10

月

11

創立記念日

フレッシャーズ
レクリエーション

月

12

月

1

月

2

月

3

月

冬休み

進級展は授業毎に
作品提出があって大変！
でも最後までやり遂げたときは
達成感があったな……。

新入生全員を対象に、

ビジュアル
デザイン科

さがみ湖リゾート プレジャーフォレストで

山村学園
高等学校出身

デーキャンプを楽しみます。

篠山 藍

友達ができるか心配だったけど、
ダッチオーブンのピザづくりで
みんなと仲よくなれた！

グラフィックデザイン科
新潟県立
上越総合技術高等学校出身

柴田次矢

86

「すごい」と褒めてくれて、
とても感動した！

卒業式
入学式同様「明治神宮会館」で行われます。
新たなるスタートを切ろう。

卒業制作展
／進級展
TDAでの学びの集大成である

卒業制作作品と、1 年間の成果である
最終課題作品の展示を行います。

87

感性を育む

基礎 と実践 の学び

自由選択プログラム

創立以来、一貫してデザインの高等専門教育に取り組んできました。

長い歴史の中で培ったデザインの本質を知る高い専門性やスケールメリットとともに、
多様な学科間の交流によって創造力や感性も触発され育まれます。

教育
目標

ユニバーサルデザインを視点とした、
優れたデザイン力と
コミュニケーション能力を持つ
クリエイターを育成する。

基礎力・
実践力
オリエンテーショ
ン授業・企業連携
演習授業など

教育
方針

専門分野の知識・技術について、
とくに基礎や基本を重視し、
実践的で感性豊かな応用力を
身につける。

TDA ブランディングカリキュラム

社会人力・
職業意識

伝統とノウハウにより生み出されたカリキュラム

キャリアデザイン
授 業・業 界 セ ミ
ナーなど

る3つの要素で構成されたカリキュラム。プロとし

個性を尊重した
個人対応

ユニバーサルデザインをベースに、本校の強みであ

※ユニバーサル
デザイン

実務能力・表現力

やる気を
応援

担任を中心に、デザインと教育のプロが連携

希望に応じて受講できる自由選択プログラム「プラス1講座」を
用意。また、企業とのコラボレーションや学外イベントに携わる
学生プロジェクト活動など多様な学びのニーズに応えます。

プラス 1 講座を受講してみて

単位
認定

受講料

無料

学期ごとに

3

最大 講座
受講可能

※一部の講座除く

植物をリアルに描写できるようになりたいと思
い、ボタニカルアートを選択。授業では、使う
画材を自分で選ぶことができ、各自の表現に合
わせて先生がアドバイスをくれます。普段は関
わりのない他学年・他学科の学生の表現も見ら
れて、とても勉強になりました。
「ボタニカル
イラストレーション科
アート」を
受講しました。
宮城県佐沼高等学校出身

佐藤 歩

希望や目的に応じて受講する選択式講座（全40講座）
専門科目以外に、資格取得や就職対策、授業の復習など、希望や目的に応じて受講でき
る選択式講座です。学科・学年を超えた学生や教員との交流で、自分の強みや付加価値
を高めることができます。また、学習相談窓口としてヘルプデスクも用意されています。

プラス 1 講座の詳細は、
入学ガイドブックP21

文化・言語・国籍の違い、
老若男女、障がい、能
力の如何を問わずに誰
もがわかりやすく、心
地よく利用でき、かつ

社会活動学生プロジェクト

キャリアコース（夜間）ダブル受講

貴重な実践の場で、実力を試す

さまざまな感性と出会う場で、技術を高める

学生プロジェクト活動では、授業では経験できない企業課題

社会人や大学生向けの夜間コースです。昼間の授業とダブル

や日本最大級の「エコプロ」展への出品などを通して、自分

受講することで、制作に関する理解を深め、同年代とは違う

のデザインを世の中に発信する実践的な経験が得られます。

人生経験を持つ人たちの感性に触れることができます。

エコロジーにも配慮し
た施設・製品・情報のデ
ザイン。

プラス 1 講座・産
学協同活動など

一人ひとりを大切にする、あたたかい指導

基礎から応用、専門科目まで学ぶ必修授業のほか、各人の進路や

ての第一歩が確実に踏み出せる人材を育成します。

企業コラボ
カリキュラム

TDA 学 び の特長

各専攻の知識＆スキルはもちろん、
「もっと学びたい！」という想いに
応えるカリキュラム

学科間
デザイン連携
カリキュラム

ユニバーサル
デザイン※

個性・発想力

原宿デザイン
カリキュラム
独創性・感性

し合い、一人ひとりの個性を尊重した個人対
応に重点を置いた指導を展開。

職業 実 践 専 門 課 程

すべての学科が文部科学大臣より
「職業実践専門課程」認定
「職業実践専門課程」とは、専門学校における職業教育の水準の
維持向上を図るべく、設置されている制度。一定の要件を満たし、

・デザイン・クリエイティブ分野で、より実践的で専門的な職業教育を展開します。
・継続的に職業教育の質の向上を図ります。
・企業や社会のニーズに応え、一人ひとりの学生に最適な教育を行います。

より実践的で専門的な職業教育を行っている課程が文部科学大臣

認定の要件

により認定されます。東京デザイン専門学校は全学科においてこ

・関連する業界・企業と連携した教育の実施

の職業実践専門課程の認定を受けました。この課程を卒業したこ

→企業や業界関係者が加わって検討するカリキュラム編成、企業からの講師派遣、
企業課題、教員研修など

とは、質の高い職業教育を修了したことの証しとなり、社会や企
業からの高い評価が期待され就職にも有利です。
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職業実践専門課程としての
東京デザイン専門学校のこれから

・教育や学校運営に関する積極的な情報公開
→学校自己評価・関係者評価の実施、ホームページでの情報公開

メッセージ

学校長

今村昭秀
1960年代より国内外でデザ
インとアートの両分野で活動。
（一社）二科会デザイン部元理
事長、サロン・ドートンヌ会員
（フランス）、フランス芸術家
協会（ル・サロン）永久会員

「なるんだ！」という強い思いが大切です
「クリエイターになりたいけど、なれるんでしょうか？」
ではなれません。
「なるんだ！」
という強い思いや、好きであること、興味や関心があること、
なりたいという夢を思い描くことが大事です。でも夢は一人では叶えられ
ません。夢の実現には、その夢を共有してくれる人間関係が必要です。多
くの人の応援やサポートも必要です。好きだから、一人じゃないから、仲
間がいるから、ハードでも楽しいし、強くもなれるし、続けられるのです。

89

社会を経験できる さまざまな活動
原宿の街や有名企業とのコラボレーション、見聞を広げてくれる海外経験や
サークル活動。TDA には、学びのチャンスがたくさんあります。

伊勢丹新宿店との
装飾展示コラボレーション
新宿伊勢丹店とのコラボレーション「未来の

OMOTENASHI」展が開催。空間ディスプレ
イデザイン科・ファッションアクセサリー科の

1

学生が、伊勢丹のマーケティング担当の方や施
工会社の方とミーティングを重ね、企画やデザ
インを担当しました。

一般企業の依頼に応え、就職に役立つ実績も残せる

企業コラボレーション

（企業コラボカリキュラム）

企業とコラボレーションをしながらデザイン活動を行うカリキュラムも実現。単なる作品作りにとどまらず、プロ
としてのデザインワークやプレゼン方法などを学べるのが大きな特徴です。実際に各企業や団体から課題をいただ
き、プロとコラボレーションを図りながらデザインワークに取り組むことで、プロのスピードやコスト感覚、お客
さま（クライアント）のニーズをどう自分のデザインワークにマッチさせていくかなど、
「仕事」としての制作を
肌で学ぶことができます。
他の年には売り場の装飾や
演出の企画･デザインも
５年目の伊勢丹新宿店とのコラボレーションで
は、クリスマスシーズンのアクセサリー売り場
の装飾や演出の企画･デザインを担当しました。

他にもさまざまなジャンルの企業とコラボ！

森永「Hi-CROWN」
限定パッケージデザイン
森永製菓の高級チョコ「Hi-CROWN」のパッケージデザ

「仕事」として

学べる！

FCバルセロナ「ソーシャルレセプション」
でのデザイン採用

小笠原村 ふるさと寄附感謝券
デザイン採用

スペインのビッグクラブ「FCバルセロナ」の公認後援
団体（一社）ぺーニャFCバルセロナジャパンとのコラ
ボが実現。空間ディスプレイデザイン科の学生がデザイ

小笠原村のふるさと納税の返礼品として発

ンした提灯や、イラストレーション科の学生作品が採用、
贈呈されました。

インにビジュアルデザイン科やグラフィックデザイン科の学

の制作を肌で

行されている「ふるさと寄附感謝券」のデ
ザイン。プラス 1 講座の「企業課題」の学
生が取り組み、採用されました。

生が挑戦。ハロウィン・クリスマス・バレンタイン・ホワイト
デー・父の日・母の日・ありがとう・誕生日に合わせたパッケー
ジに多くの学生デザインが採用され、
「ニュウマン新宿」な
どのショップで販売されました。

「イグジットメルサ」
ショーウインドウディスプレイ採用
銀座の商業施設「EXITMELSA」のショーウインドウ
のメインエントランスにあるクリスマスディスプレイ
に、空間ディスプレイデザイン科 2 年生のデザインが

採用者は
贈呈式に参加
採用になった学生には副賞と
して自分がデザインしたパッ
ケージの Hi-CROWN が送
られました。
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採用されました。お披露目会・記念贈呈式ではマスコ
ミの取材も受け、高さ6mを超える大型ショーウイン
ドウに展示されたデザインがクリスマスを彩りました。

株式会社モリサワ
プロモーションムービー採用
モリサワフォントの魅力を伝えるための動画にビジュア
ルデザイン科 2 年生の作品が選ばれ、プロモーションに
使用、ウェブサイトでも紹介されました。

SHIBUYA TSUTAYA
｢ZINEフェア」企画・販売
SHIBUYA TSUTAYAとのデザインコラ
ボ「眠らない、眠れない、学生たちの
ZINEのマーケット“Stay up Market”」
が渋谷ツタヤで開催されました。

［企業コラボ例一覧］
プレゼンテーション公開セミナー
（日本デザインセンター・博報堂プロダクツほか）
／雑誌「CREA」特集ページ扉デザイン（文藝春秋）
／球根パッケージデザイン（サ
カタのタネ）
／TOKYO SAKE Collection 2017イベントディスプレイ（ウイメンズ日本酒会） 他
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2

原宿の「街」を自分たちの手で実際にデザイン！

原宿コラボレーション

（原宿デザインカリキュラム）

TDAの大きな強みは、原宿の街を舞台にしたデザイン活動ができるということ。原宿に校舎を構える地元ならで
はのネットワークを活かし、ショップや商店街などと協働することによって、原宿の街を実際にデザインするカリ
キュラムを実現しています。世代や国境を越えた高感度な人が集う原宿の街をギャラリーにして、実践しながらク
リエイターとして歩むためのハウツーを身につけることができます。

明星食品
「第1回 MYOJO DESIGN PROJECT」
最優秀作品 商品化・発売
本社が原宿エリアにある、
「チャルメラ」や「一平ちゃん」でお馴染みの明

3

世界のデザインを学ぶ！

海外研修旅行

世界トップクラスの芸術・
美術の都へ
ヨーロッパの主要都市を訪問し、歴史的遺産や芸
術作品に触れる海外研修旅行（希望制）
。世界遺産、
美術館、博物館で悠久の芸術文化に感動、異なる
言語はもとより街歩き、食生活、風習など日本と
は違う文化・デザインを間近に感じる刺激にあふ
れ、学科・学年を超えた交流も促進されます。

星食品株式会社から「自分が食べてみたい即席食品のデザイン」の依頼を受
け、グラフィックデザイン科2年生が「原宿デザインカリキュラム」として
取り組み、応募作品数約130作品の中から最優秀賞を受賞した作品が商品
化されました。

夏休みを利用し8月下旬にパリ&バルセロナ8日間の研修旅行を実施しました。

選考には三浦社長も参加
三浦社長も参加して明星食品本社で行われ
た一次選考や本校での最終選考のプレゼン
テーションを経て作品が決定しました。

フランス・パリ広告デザイン会社訪問・見学
パリでは、世界各地にオフィスを持つデザイン会社 Dragon
Rougeを訪問しました。同社は飲料水「ペリエ」のパッケー
ジや2024年パリ・オリンピックのロゴ・マークを手がけるなど、
グローバルに展開する会社です。作品プレゼン、社内見学を通
して最先端のデザイン制作に触れる貴重な体験となりました。

から刺激を受

ける！

原宿竹下通りアーチ&
イラストマップ
竹下通りの入り口を飾るアーチは、
空間ディスプレイデザイン科の学
生デザインを原案として設置され
ました。
そのアーチに内蔵されたパノラマ
ビジョンで毎日流れる映像は、
「アートフェス」コンペで受賞し
た作品。その多くがビジュアルデ
ザイン科などの本校の学生作品で
す。さらに竹下通りのショップを
紹介するイラストマップやキャラ
クターもイラスト
レーション科の学生
たちによって制作さ
れています。

KAWAIIの伝道師
「増田セバスチャン」氏の特別授業
きゃりーぱみゅぱみゅさんの美術演出などを担当するアー
ティストでアートディレクターの増田セバスチャン氏が所属
する、アソビシステム株式会社が原宿にあるご縁から、増田
セバスチャン氏を講師に招いた特別授業が実現しました。
授業では、1980年代以降の原宿の変遷や、創作活動のメ
イキング映像、2020東京五輪に向けた取り組みなどをお
話しいただきました。
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た。ルーブル美術館の「サモトラケのニケ」や街並
みなどを、その場の空気を感じながらクロッキーで

4

海外研修旅行に
参加しました！
クリエイティブ
アート科
東福岡高等学校出身

和田 航

仲間と一緒に課外活動！

サークル活動
学生主体の
活動が楽しい！

同じものが
好きな仲間と
絆が深まる時間

企画からフライヤー制作まです
べてを自分たちで行い、ライブ
を開催。ライブハウスの手配な
ど初めての経験ばかりでしたが、
学生主体で活動することができ

課外活動の中心を担うのが、サークル活動

社会勉強にもなっています。

です。イラストやデッサン、写真など各学

ビジュアルデザイン科
埼玉県立岩槻高等学校出身

科のスキルアップにつながる同好会から、
バドミントンなどの体育会系まで、現在6
種の同好会が活動中。専攻とは異なるジャ

［原宿コラボ例一覧］

ンルの制作に触れ刺激を受けたり、他学科

竹下通り公式イラストマップ制作（原宿竹下通り商店会）
／コスメブランドのプロモーションに協力（㈱MPC）
／
「LOVE HARAJUKU」防犯ボランティア活動
（原宿警察署・原宿防犯協会）
／
「St. パトリックスデー20thパレード」ロゴデザイン（アイリッシュ ネットワーク ジャパン）
／
「原宿交差展」開催（YMスクウェ
ア原宿）
／渋谷区立千駄谷小学校壁画／NPO法人アドラ・ジャパン30周年ロゴマーク／原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレードボランティア（原宿

の学生と交流できたり、いいこと尽くしで

表参道欅会）
／交通安全紙芝居作画・犯罪防止広報デザイン・交通安全看板デザイン（原宿警察署） 他

フランスでの経験が一番印象深かったです。有名デ
ザイン会社を訪問し、デジタルの時代でも「表現の
基本は、紙の上でペンを動かすこと」だと学びまし

きて、とてもよい刺激になりました。

原宿という街

他にも原宿ならではのカリキュラムがいっぱい！

数々の名作に触れ、濃密な 1 週間に！

す。途中参加ももちろんウエルカム！ み
んなで楽しい時間を過ごしませんか？

（上）音楽同好会（下）ダンス同好会

［サークル一覧］
メディアイラスト同好会／デッサ
ン同好会／バドミントン同好会／

細谷萌加
音楽同好会に
所属しています！

音楽同好会／ダンス同好会／バス
ケットボール同好会
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学校生活を支える 施設・設備
各分野の専門施設・設備が揃った学びの場から、学生生活を快適に過ごすための
学食や購買などの場所まで、あなたのやる気を育む環境が整っています。

デザインソフトも
使える！

学生食堂
「MOGU」
と名づけられた学食の人気メニューは、安
くてボリューム満点の日替わりランチ。自販機や電子
レンジも設置されています。1 号館にやってくる日替
わりキッチンカーではTDA限定割引あり。

Macルーム & 出力室
Macルームは、5教室ありiMacが約200台設置されて

入り口にはアルコールや
体温センサーを設置

います。OA対応デスク、大型プロジェクターなどの機
器と全館にWi-Fi環境を完備。出力室には各種プリン

ギャラリー

ターが35台、スキャナー3台が設置され、学期末には
時間延長して開放しています。

1 号館の入り口脇に設置され、学生の作
品展示をはじめ学外の著名なクリエイ
ターの作品展も行われ、一流の作品にも
ふれられます。講師展やOB展など毎年
開催の展示会も。

製図室

撮影室

設計や製図など、図面表現の基本を学習

完成した作品や素材撮りのために専用の

する教室です。主にインテリアデザイン

撮影室を設けています。プロのスタジオ

科、空間ディスプレイデザイン科が使用。

にも劣らない、豊富な機材が揃っています。

学生ラウンジ

購買（トゥールズ）

誰でも自由に活用できる学生ラウンジ。毎

学内には、デザイン用品を豊富に取り揃え

日、各科の学生たちが集っています。各種

た購買もあります。授業で使う画材や用具

イベントの会場としても使用されます。

を、安く購入することができます。

図書室
デザイン関連書籍・雑誌や美術書などが豊
富に揃った図書室はコンピューター管理さ
れ、情報収集の場になっています。

デッサン室
制作現場を魅力的に開示するというコンセ

学生サービス
センター

留学生
サポート室

就職をはじめ学生相談や

国際色豊かなTDAに

留学生サポートなどを行

は、留学生もたくさん

う学校生活を支援する総

在籍しています。留学

ファッションアクセサリー科の実習室として、バーナーや

合窓口です。専門の教職

生の日本での生活や学

ドリルなど、ジュエリー・アクセサリーの制作に必要な機

員が親切に対応します。

校生活の相談を受け付

プトのもとに設計された、全面ガラスの壁
とフローリングの床が印象的な空間です。

アクセサリー工房

けています。

材を完備。プロレベルの環境の中で、制作に打ち込めます。

学生寮
高価な
専門機材も充実！

工作工房
木工作品づくりの専用工房としてさまざまな専門機材が揃っ
ています。サイズの大きな作品も制作可能な大型工作机を設
置。実物大の家具の制作も可能です。
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実家から通うことのできない方には学生寮（提携）を用意しています。
男女共に閑静な立地で、安心して暮らすことができます。
ドーミー西葛西 Net

ドーミー花小金井 2

クリエイターズルーム・大画面シア
タールーム完備で設備が充実。通学時

バス・トイレはセパレートで居室
内に洗濯機も完備している学生寮

間約45分。居室は3タイプから選べ
る食事付き学生寮です。
（男子学生寮）

です。通学時間約37分。
（女子学
生寮）

※本校指定の学生寮は他にもあり、好みに合わせて選ぶことができます。また、安価なシェアハウスもあります。詳しくは「指定学生寮のご案内」をご覧ください。
※生活奨学金：本校指定の学生寮に住む場合、入寮手続き費用のうち30万円+保証金全額を本校が負担します。

95

高度な学びを実現する 講師陣
二科会デザイン部の理事長を務めた学校長以下、経験豊かな教職員と

河名祐二 ［画家］

鈴木 章

第一線で活躍する現役クリエイターの講師陣が連携し、

神部彩香 ［グラフィックデザイナー］

スズキアサコ［フォトグラファー］

槇大

デザインを学ぶ最適な環境と質の高い授業を実現しています。

木村 聡

鈴木信一 ［アニメーター・作画監督］

松原じゅん［マンガ家］

木村浩子 ［デザイナー］

鈴木壮一 ［グラフィックデザイナー］

松林晴美 ［グラフィックデザイナー］

木許ひろみ［グラフィックデザイナー］

瀬戸美保 ［グラフィックデザイナー］

松本健志 ［アートディレクター・グラフィックデザイナー］

後藤民雄 ［画家］

平 久弥

水谷優子 ［グラフィックデザイナー・イラストレーター］

小牧由美 ［デザイナー］

高木裕里 ［マンガ家］

村井一貴 ［彫刻家］

小峰倫明 ［美術家］

武田文夫 ［グラフィックデザイナー］

ムラヤマリュウタ［映像ディレクター・Webデザイナー］

近藤伍壱

［フォトグラファー］

田中りか子［グラフィックデザイナー］

森 賢司

堺 駿介

［背景美術デザイナー］

理事長

田波哲二

常務理事

西村敏彦

学校長

留学生サポート室長

［学生サービスセンター副部長］

カウンセラー

今村昭秀

国広多美
［学校・産業カウンセラー、
東京メンタルヘルス㈱所属］

［
（一社）二科会デザイン部元理事長・
アートディレクター］

副校長

奥野大輔

本田広美

小林登志子

［学校・産業カウンセラー、
東京メンタルヘルス㈱所属］

［デザイナー］

理事・教務部長

満仁一雄

入学相談部長

山岸明子

総合企画部長

高橋 敦

キャリア教育部長

畔柳純一

就職部長

［マンガ家］

本多智彦 ［イラストレーター］

［デザイナー］

［美術家］

［アートディレクター］

［アニメーター］

豊田奈緒 ［画家］

森本訓子 ［グラフィックデザイナー］

鷺山啓輔 ［映像作家］

中村彰男 ［イラストレーター］

山本 州

［グラフィックデザイナー・イラストレーター］

佐藤陽一郎［CGデザイナー］

二戸 葵

山本 直

［アーティスト］

塩澤弘幸 ［アートディレクター］

萩原宏典 ［画家］

吉居かおる［グラフィックデザイナー］

清水儀久 ［グラフィックデザイナー］

日置由美子［イラストレーター］

吉川達也 ［CGイラストレーター］

下倉英雄 ［Webデザイナー］

平澤一成 ［アートディレクター］

末光貴子 ［カラープランナー］

平田胡美 ［グラフィックデザイナー］

すぎやまかずみ［マンガイラストレーター］

堀田まどか［デザイナー・ディレクター］

［グラフィックデザイナー］

石黒 学
［学生サービスセンター部長］

スペースデザイン系講師

学科長
ビジュアルデザイン科

インテリアデザイン／空間ディスプレイデザイン

山田綾子

アニメーション科

［グラフィックデザイナー］

クリエイティブアート科

山﨑りょう

［演出家］

インテリアデザイン科

［彫刻家］

グラフィックデザイン科

後藤浩之

空間ディスプレイデザイン科

太田良一

奥山佳雄
［ディスプレイデザイナー］

ファッションアクセサリー科

［画家］

マンガ科

石澤憲司
［デザイナー］

［アートディレクター］

イラストレーション科

松川智充

古屋泰史

秋山裕美 ［ディスプレイデザイナー］

雲野一鮮 ［空間デザイナー・アートディレクター］ 馬杉美都江［建築家・1級建築士］

新井一郎

佐治弘己 ［1級建築士・イラストレーター］

宮川清志 ［インテリアデザイナー］

飯塚啓吾 ［建築家］

島 忠徳

村上 幸

池田和繁 ［インテリアデザイナー］

鈴木知子 ［建築設計デザイン］

持木慎子 ［空間デザイナー］

伊藤洋介 ［美術家］

曽我 晃

矢野裕之 ［建築家］

小栗誠詞 ［インテリアデザイナー］

垂水茂喜 ［照明デザイナー］

影山ゆか ［デザイナー］

那須寛敏 ［インテリアコーディネーター］

［家具デザイナー］

［インテリアデザイナー］

［インテリアデザイナー］

［インテリアデザイナー］

［クラフトマン］

小林まどか
［マンガ家］

アクセサリー系講師
ファッションアクセサリー

ビジュアルデザイン・アート系講師
ビジュアルデザイン／クリエイティブアート／グラフィックデザイン／イラストレーション／マンガ／アニメーション
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池本美輝枝 ［ジュエリークリエイター］

竹島 綾

小林京和

戸嶋一嘉 ［イラストレーター］

［金工作家］

［ファッションデザイナー］

中山五月 ［ジュエリーデザイナー・作家］
吉澤崇幸 ［貴金属装身具1級技能士］

青木直子 ［グラフィックデザイナー］

伊藤美樹 ［アニメーター］

小倉充子 ［デザイナー］

アビコノコ［手製本家］

伊庭壮太郎［美術家］

落合隆郎 ［グラフィックデザイナー］

網 修次郎 ［作画監督・演出］

岩﨑一博 ［デザイナー］

YUTA ONODA［イラストレーター］

荒井和浩 ［美術デザイナー］

牛島康介 ［フォトグラファー］

角石俊輔 ［マンガ家］

あらいだいすけ ［フォトグラファー］

大場久恵 ［グラフィックデザイナー］

栫 久美子 ［アニメーター］

柏崎義明 ［イラストレーター］

田中りか子［グラフィックデザイナー］

宮本和沙 ［イラストレーター］

生田信一 ［エディトリアルデザイナー］

岡優

風間敦子 ［イラストレーター］

櫻井孝幸 ［グラフィックデザイナー］

瀬川卓司 ［エディトリアルデザイナー］

ムラヤマリュウタ［映像ディレクター・Webデザイナー］

依知川洋輔［デジタルコンテンツクリエイター］

岡本彰生 ［映像デザイナー］

下倉英雄 ［Webデザイナー］

宮澤孝博 ［グラフィックデザイナー］

矢ヶ瀬智子［グラフィックデザイナー］

［マンガ家］

キャリアコース（夜間講座）講師
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未来をつくる キャリア& 就職支援

充 実した 就 職 サ ポ ート

質の高いクリエイター育成教育を行う TDA。入学時から授業内で積極的に
進路指導を実施し、長年にわたって高い就職率を実現しています。

業界や団体とのつながりを活かし企業が求める人材像を捉えながら、
的確な情報提供や多彩な就職サポートプログラムを実施。きめ細かい丁寧な指導で、
業界で活躍する数々の卒業生たちを輩出しています。

就職率

95
専門分野への就職率

就職の理解を深める各種セミナー

※ 2020年3月卒業生

3 年連続で高水準の
就職率をキープ

TDAでは、各人の希望にそった最もふさわしい職業や進路選
択ができるように、専従の教職員が学級担任と連携しながら綿
密な就職指導を行っています。また、さまざまな就職指導プロ

%

グラムの実施や個別相談をはじめ、教職員による企業訪問も年
「校友会」のバックアップなども活かし、3年連続で 95%以上
という高い就職率を達成しています。

社

業界の求人数が豊富
企業からの直接依頼も

万人

業界で活躍中の先輩たちが、
就職活動の心強い味方に

毎年、多くの求人を関連業界からいた

卒業生で組織されている「校友会」に

くの学生が、履修分野と関係する業

だいています。内定者の約7割が学校

は2万人以上の会員が在籍。業界で活

種・職種に就職が決定しています。

に届いた求人を活用しています。

躍中の先輩たちが就職を支援します。

ダ ブ ルフォローシス テム

学級担任と専従の教職員が連携し、
就職活動をバックアップ
学生の適性や能力を把握している学級担任と、クリエイティ
ブ業界に精通する就職指導専従の教職員が連携し、一人ひと
りの就職活動に寄り添います。きめ細かな個別相談と目標実
現に向けたプランで、就職先のマッチングを展開。学生の悩
みや疑問を解決しながら納得のいく就職ができるようサポー
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各業界を代表する企業の人事担当

職活動情報や体験談などを話し

者やデザイン現場の責任者を招き、

てもらいます。内定を得るまで

業界の最新事情、企業が求める人

の活動内容、苦労した点や気を

材、就職活動のポイントなどを話

つけたいことなどさまざまなア

していただきます。

ドバイスを聞きます。

OB・OG就職説明会

就職・採用アナリストの先生よ

各学科の卒業生から就職活動・

り就職活動に向けての心構えな

試験、
さらに現在の仕事につい

どについて話を聞きます。本格

て語ってもらいます。社会に出

的に就職活動を開始する時期に

てからの体験談を聞き、参考に

開催され、就職活動への意識を

して活かすことで、より充実し

高めます。

た就職活動が行えます。

自信を身につけるためのサポート

学生と共に進路を考えるTDA。多

トします。

内定を得た先輩たちに最新の就

卒業生のネットワーク

93% 837 2.4
学生と共に将来を考え、
希望する業種・職種に導く

内定者報告会

就職を翌年に控えた学生を対象に、

春季就職セミナー

間で約1300社実施。長年培ってきた業界とのネットワーク、

求人企業数

デザイン業界セミナー

面接対策講座＆
ビジネスマナー講座

就職では、面接での評価が採否

模擬面接

学生が就職活動で一番心配して

に大きく影響します。卒業年次

いるのが面接です。当校では面接

の学生全員を対象に、教職員が

のためだけのテクニックを学ぶ

面接官となり、模擬面接を実施。

のではなく、入社後も見据えたマ

学生たちは自信を持って面接に

ナー講座に取り組んでいます。

臨めるようになります。

インターンシップ

ポートフォリオ講評会

本校では夏期休暇を利用してイ

できあがったポートフォリオを第

ンターンシップを実施。将来の

一線の方に見ていただき、アド

希望する職業に対する理解や、

バイスを受けます。講評を受け

プロの仕事や現場の緊張感を体

る学生だけでなく、その講評を

感することで、職業人になるた

聞いている学生も真剣そのもの

めの心構えができます。

です。

その他各種サポート
留学生就職支援講座

Webポータル

本校では日本で就職を希望する留学生が多く

在校生専用「Webポータル」にアクセ

在籍しています。留学生の日本での就職を実

スすれば、自宅からでも求人情報を閲覧

現させるため、日本企業の考え方やマナー・

できます。日々更新される求人情報をい

履歴書の書き方・言葉遣いなど、独自のカリ

つでもどこでもチェックでき、職種や勤

キュラムによる特別講座を開いています。

務地からの絞り込みも可能です。
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将来を考える

将来を見据えたキャリア 教育

キャリアデザインとは…
「充実した人生の過ごし方」
を考えること。その上で、将来進み

TDAでは社会の一員になるための心構えを育み、コミュニケーションを重視した人間形成を行うため、
入学時からキャリア教育の授業を実施します。将来の目標を設定し、

たいライフキャリアを明確にし、実現するための知識や方法を
理解、実践できるプランを立てていきます。

「その達成のために、学校生活でどう行動すべきか」を習慣化させ、身につけていきます。

1 年次

自分と向き合い、就職活動の基礎を作る
Ⅰ期

4
STEP 1

5

6

Ⅱ期

7

8

9

子ども

2年次

就職活動、本格始動

4

5

Ⅲ期

10

11

12

学生

社会人

Ⅰ期

1

2

3

家庭

老後

Ⅱ期

6

7

8

9

10

11

自己分析

STEP 2

業界・職種・企業理解

会社説明会

デザイン業界セミナー

STEP 3

（希望者）

会社説明会

就職活動理解
内定者報告会

STEP 4

インターンシップ

OB・OG就職説明会／春季就職セミナー

ポートフォリオ制作
ポートフォリオ制作基礎講座

ポートフォリオ講評会

STEP 5

応募準備

STEP 6

面接・試験対策
面接対策講座

模擬面接

内定

STEP 1

自己分析
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STEP 2

業界・職種・企業理解

STEP 3

就職活動理解

STEP 4

ポートフォリオ制作

STEP 5

応募準備

STEP 6

面接・試験対策

過去を振り返りながら
「自分のやりたい

学ぶ分野の仕事に触れ、その業種・職種

就職ガイダンスやセミナーなどに加え、

就職活動に不可欠な、自分の実績をPR

履歴書、エントリーシートなど就職試験

一般常識テストや模擬面接
（集団・個別）

こと」などを明確に分析していきます。

を理解する企業研究を実施します。また、

内定者報告会やOB・OGの就職説明会な

するためのポートフォリオ
（作品集）
を制

に必要な書類の書き方や電話のかけ方な

などで、練習や対策を重ねていきます。

自分の生き方・働き方について考え、同

企業が求める人材を理解し、自分の適職

どで先輩の生の声を聞きます。就職を自

作。趣向を凝らしたレイアウトにそって、

どを練習します。また、面接に向けてそ

準備してきたポートフォリオや自己

時に社会人基礎力
（アクション・シンキン

を探究することで志望先を明確にしてい

分のこととして捉え、活動のイメージを

1 年次から制作してきた作品をまとめて

の企業に対する理解度を深め、自己PR

PRで自信を持って面接や試験に挑みま

グ・チームワーク）
も高めていきます。

きます。

膨らませていきます。

いきます。

内容を整理します。

しょう！
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内定者の声

系統別就職実績

㈱ブランジスタ

水上印刷㈱

「支え」

「相談」

新型コロナウイルス感染症の影響で本格的に就職活
動ができるようになったのは6月ごろからでした。

デザイン系の就職活動はポートフォリオの制作から
始まります。そこで私はわからないことや少しでも

学校に行く回数が減ってしまい、両親や友人に面接
の練習相手になってもらったり、メールで先生に志
望動機の添削をしていただいたりと周りに支えられ

気になったことは先生に積極的に質問しに行きまし
た。先生方もプロのデザイナーの方なので、細かく
丁寧に教えてくれます。会社を探す際には就職部に

ていることを実感しました。授業時間短縮等イレ
ギュラーな状況で忙しい中、ポートフォリオのアド
バイスをしてくださった先生方や会社を紹介してく

通いました。就職部の方は会社の雰囲気や仕事内容、
就職活動の相談など親身に答えてくれました。先生
方のフォローのおかげで内定を頂くことができたの

ださった就職部の方にはとても感謝しています。

で、とても感謝しています。

ビジュアルデザイン系
ビジュアルデザイン科／グラフィックデザイン科／イラストレーション科

グラフィックデザイン科

ビジュアルデザイン科

宇田川瑞穂

荻原和也

私立
東亜学園高等学校

広告・出版・映像の各分野の
クリエイティブ部門に就職する
卒業生がほとんど
近年、情報メディアは多様化しており、デジタル技術・情
報テクノロジーといったスキルも要求されますが、デザイ

東京都立
杉並工業高等学校

ンの基礎素養がしっかりしていることが、何よりも評価さ
れます。それぞれの学科の学習内容を活かし、作品のプレ

㈱宏和デザイン

㈱リムズ

㈱ピー・アール・エー

就職実績企業の採用職種
企画デザイン 卒業生の大半がこの職種での
採用となります。最初はアシスタントとして
働くケースが多いでしょう。

CGオペレーション 印刷物のレイアウト
をコンピューターで行うDTPや、画像・映
像のCG処理を行う仕事です。

編集 出版物のレイアウト作業を行う仕事
です。場合によってはコピーライティング
や取材も行います。

企画営業 主に広告マーケティングや企画
立案を行い、制作を受注し、進行管理など
をする仕事です。

就職実績企業の業種

ゼンテーションによって自分をPRすることがポイントで

●

広告制作

●

ネット関連

●

しょう。入社後は実務の実績を重ねることでフリーデザイ

●

映像

●

ゲームソフト

●

印刷・製版
パッケージ

ナーとして独立したり、自分の事務所を開設するなど、努

●

出版・編集

●

CM制作

●

一般企業（メーカー等）

「感謝」

「前向き」

「積極的」

私は入りたい会社がずっと決まらず夏休みになっ

私は２年生の４月ごろから積極的にネットなどを

私は1年生の3月から本格的に就職活動を始めま

利用して就職活動を始めました。
再進学だったこともあり年齢などの不安要素があ
りましたが、先生方や就職部の方にたくさん相談

した。今年はコロナウイルスの影響で、会社説明
会の中止や延期があったり、急遽オンラインでの
開催になったりと、沢山の不安がありましたが、

に乗っていただき前向きな気持ちで活動に取り組
むことができました。

就職部の先生方にアドバイスをいただき、自信を
持って積極的に就職活動することができました。

その他にも面接やポートフォリオなどのアドバイ
スもいただきました。これからはサポートしてく

ポートフォリオや書類の確認、面接練習など、何
から何まで手厚いサポートをしてくださった先生

ださった先生方や就職部の方々に感謝を忘れず新
しい環境でも頑張っていきます。

方への感謝の気持ちを忘れず、来年から新しい環
境で頑張りたいと思います。

パック㈱／㈱HELIOS／㈱エルアンドシーデザイン／㈱オンデーズ／㈱オンド／㈱グレートインターナショナル／コアフレー
／㈱宣伝倶楽部／㈱たき工房／㈱DNPメディア・アート／㈱ティ・エム・シー／㈱テイ・デイ・エス／㈱電通オンデマンドグラ

てしまいました。しかし先生に紹介していただい
た会社のホームページを見たところ、自分に合う
会社だと思い応募することにしました。
提出書類を作成する際は普段お世話になっている
先生に何度も見てもらい、アドバイスをいただき、
面接の際は就職部の先生に練習をしていただきま
した。わからないことを何度も聞いてしまいまし
たが丁寧に教えていただいた先生方には感謝して
おります。
イラストレーション科

アニメーション科

空間ディスプレイデザイン科

千葉県立
八千代西高等学校

埼玉県立
幸手桜高等学校

柏市立
柏高等学校

五十嵐紀美

海野姫花

塚本果林

力次第でさまざまな将来が拓けます。

就職先（抜粋）
ビジュアルデザイン科
㈱アイノグラフィックス／㈱アクトキューブ／㈲アヴァンデザイン研究所／㈱インサイト・ディレクション／エフピコインター
ム㈱／㈱光雅／㈱シェイク／㈱ショウエイ／㈱スウィートファクトリージャパン／㈱スキップ／㈱スタヂオ・ユニ／㈱スパイス
フィック／㈱ドワンゴ／㈱ネイキッド／㈱パワーデザイン／㈱ブラフマン／㈱プランクトンR 他

グラフィックデザイン科
㈲アイル企画／㈱ＡＯＩＰｒｏ．／㈱アドブレーン／イシイ㈱／㈱ｉ:ｓｔ／㈱ヴァンクラフト／㈱オンド／㈱クリーク／コアプラ
ンニング㈱／㈱宏和デザイン／㈱コロプラ／㈱サンド／㈱ジェイスリー／㈱ジップ／㈱ショウエイ／㈱シンコム／㈱スタジオ

㈱一誠堂

イトーピアホーム㈱

ゲット／㈱スタヂオ・ユニ／㈱世真／セットクリエイト㈱／ダイアモンドヘッド㈱／㈱千代田グラビヤ／㈱ティ・エー・シー企画
／㈱DNPメディア・アート／㈱テイ・デイ・エス／㈱ティラノ／㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ／㈱トーン・アッ

「味方」

「迷い」

私は２年生の４月から就職活動を始めました。最初

学校に入学し勉強をしていると、自分がやりたかっ
たことは「本当にこれなのか？」と迷うことがあり

はジュエリー製作を希望していましたが、就職部の
先生たちや担任の先生など沢山の人から話を聞いた
り自分自身と自己PR制作を通し向き合った結果、
販売の仕事に就きたいと考えるようになりました。
進路を変更しても就職部の先生たちが全力でサポー
トしてくれて、特に志望動機のまとめ方でお世話に
なりました。どの先生も心強いあなたの味方です。
それを忘れないでください。
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ラン／㈱ブランジスタ／㈱プランテーション／㈱ベースメントファクトリープロダクション／㈱ヘルメス／水上印刷㈱／㈱
ユー・ピィ・アール／㈱リブゲート／㈱リュウズデザイン 他

ます。自分も建築を学びに入学しましたが、途中か
ら別の目標ができて、正直建築関係で就職するか迷
いました。ただ、自分はやはりこの道で行こうと決

イラストレーション科

めて就職しました。もし、途中で別にやりたいこと
が見つかったなら一度立ち止まりましょう。学校が
無駄になると考えるより社会人になってからの長い

コーズ・ジャパン㈱／㈱グレートインターナショナル／㈱ゲームフリーク／㈱広英社インタラクティブ／㈱光邦／㈱宏和デザイ

人生をどう過ごすかを考えましょう。

ファッションアクセサリー科

インテリアデザイン科

東京都立
芝商業高等学校

長野県
赤穂高等学校

屋木美穂

プ／日本ビジネスアート㈱／㈱PILE／㈲バウ広告事務所／㈱博報堂プロダクツ／㈱ハルデザイン／㈱帆風／富士器業㈱／㈱ブ

浦野翼

アイ企画㈱／㈱永昌堂印刷／㈱エイチーム／㈱Aiming／エピクロス㈱／㈱オフィスムーブ／㈱カナオカ／㈱カリスト／キン
ン／㈱コナミデジタルエンタテインメント／佐川印刷㈱／㈱サンマリノ／㈱スクウェア・エニックス／スリーエイ化学㈱／セイ
ワイメテック㈱／㈱東光／㈱トーハン／㈱Trys／㈱トーモク／㈱長良プロダクション／㈱バドインターナショナル／㈱バンク・
オブ・イノベーション／㈱ペンズ／㈱寶章堂／北海製罐㈱／㈱松田モデル／㈱明昌堂／㈱メトロ／㈱山田写真製版所 他
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スペースデザイン系

アニメーション科

インテリアデザイン科／空間ディスプレイデザイン科

企画・設計から
現場でのコーディネートなど
広範囲にわたる就職
住宅、ショップ、オフィス、公共空間、イベント空間など、

就職実績 企 業 の 採 用 職 種
デザイン・設計 建築物やインテリア空間・街
並みなどのデザイン・図面作成などを行う仕

制作 家具やインテリア構成材、展示用品、オ
ブジェなどの設計・制作を行う仕事です。

事です。

企画営業 建築プランや資材購入計画などを作
成し、顧客などとの交渉、販売促進を担当する

コーディネート 家具、雑貨、テーブルウエ
ア、カーテン・カーペットなどインテリア構

仕事です。

私たちを取り巻く空間はさまざまです。そのため、学科や

成材のレイアウトを行う仕事です。

専攻の内容はもちろん自分の就きたい業種を見定めること

施工管理 新築・リフォームの工事進行管理

販売 建築知識やインテリア用品の商品知識を

や展示会場運営など現場での管理業務です。

もとに接客・アドバイスなどを行う仕事です。

がまず必要です。職務内容も企画・設計から現場でのコー
ディネート、家具・雑貨などの制作、販売までさまざまな
仕事がありますが、卒業生のほとんどが学んだ内容を活か

多くの卒業生が
アニメ業界で活躍
アニメーター、キャラクターデザイナー、背景美術デ
ザイナー、デジタル撮影オペレーター、演出家、監督
として、多くの卒業生がアニメ業界で活躍しています。
現在、アニメ業界では、TV放映用のものだけでも1週
が問題化しています。優秀な人材は常に必要とされて
チャンスの多い業界といえます。

せる仕事に就いています。就職活動にあたっては、作品の

●

住宅販売

●

リフォーム

●

不動産・デベロッパー

●

建築資材

プレゼンテーションがもちろん重要ですが、この分野の仕

●

商業施設

●

内装

●

舞台美術

●

建築設備

事は人と接する機会が多いのでコミュニケーションを大事

●

設計事務所

●

家具

●

建築

●

流通・一般企業

にすることも必要です。

作画 絵コンテに基づいて原画・動画を描くこ
と。作画に携わる人をアニメーターと呼びます。

撮影 背景とキャラクターの動きをカットごとにひ
とつの画面上にまとめて合成します。

仕上げ 線で描かれた作画に彩色をする作業。
ほとんどがデジタル化されています。

動画 原画と原画の間の動きを表す絵を描くこと。
アニメーターとして最初に携わる基本的な仕事です。

制作進行 アニメ制作がスケジュール通り進行
するように、
各担当部署と連絡し調整を図ります。

背景美術 アニメ作品でも重要なファクターのひと
つ。背景は、作品のイメージづくり、キャラクター
の動くステージでもあります。近年、デジタル化が
進んでいます。

間に100本もの新作が制作され、慢性的な人員不足
いる状況で、確かな技術を身につけた人にとっては

就職実 績 企 業 の 業 種

就 職 実 績 企 業の採 用 職 種

就 職 実 績 企 業の業 種
●

アニメーション制作会社

●

広告制作会社

就職先（抜粋）
㈱旭プロダクション／㈲アニメ工房婆娑羅／㈱EMTスクエアード／㈱A-1 Pictures／㈱コミックス・ウェーブ・フィルム／㈱サテ
ライト／㈱サンライズ／㈱ジェー・シー・スタッフ／㈱シャフト／㈱寿門堂／㈲スタジオエル／㈲スタジオキャブ／㈲スタジオ・ザ

就職先（抜粋）

イン／㈱STUDIO CL／㈲スタジオちゅーりっぷ／㈱studioぱれっと／㈱Seven Arcs／㈲高橋プロダクション／㈱デジタル
ネットワークアニメーション／㈱動画工房／㈱ととにゃん／㈱Nexus／㈱ピー・アール・エー／㈱美峰／㈲ブレインズ・ベース／㈱

インテリアデザイン科

ベガエンタテイメント／ユーフォーテーブル㈲／㈱ライデンフィルム 他

㈱ア・ファクトリー／㈱意匠計画／イトーピアホーム㈱／㈱ウィズテックデザイン／エーエフディーコンサルタンツ㈱／㈱エ
ス・ピー・ディー明治／㈱小川建設／㈱OKUTA／菊池建設㈱／㈱クリープ／コトブキシーティング㈱／昇和建設㈱／㈱センチュ
リーホーム／㈲高橋設計／タカラスタンダード㈱／タクトホーム㈱／タマホーム㈱／㈱丹青ＴＤＣ／㈱丹青ヒューマネット／㈱
内外設計／㈱長島設計事務所／日本住宅㈱／㈱日本ハウスホールディングス／㈱ノーブル／㈱初雁工務店／パナソニックホーム
ズ㈱／㈱マチスデザイン／㈱モーリコーポレーション／㈱ヤマダ電機／㈱リムズ／㈱和興 他

ファッションアクセサリー科

空間ディスプレイデザイン科
㈱アートクリエイティブスタジオ／㈱アール工房／㈱アルス／㈱泉宣宏社／㈱エキスポインターナショナル／㈱奥山／㈱大岩ウ
インド製作所／金井大道具㈱／㈱クリエイティブ・アート・テクニクス／㈱工芸社／㈱光伸プランニング／国際装飾㈱／㈱小林工
芸社／サクラインターナショナル㈱／㈱三水社／㈱シマスタジオ／㈱シミズオクト／㈱スタジオムンド／㈱大洋工芸／中央宣伝
企画㈱／㈱ディーズ・ギャラリー／㈱デコラート／東京造形美術㈱／東京直輸入センター㈱／㈱七彩／㈱日東装備／㈱ヌーヴェ
ルヴァーグ／㈱ハートス／㈱フレッシュタウン／㈱マリ・アート／㈱ムラヤマ／㈱ローザ 他

ジュエリー、アクセサリーなどの
宝飾業界に就職
仕事内容は大きく分けて、デザイン、製作、販売の3種類ですが、
学んだ技術が直接活かせるデザイン・製作が全体の約7割を占め

マンガ科
本科で学んだ基礎をベースに、本格
的なストーリーマンガ家としてのデ
ビューやコミックイラストレーター、

クリエイティブアート科
将来の職業
●

マンガ家

●

コミック

広告マンガ家などを目指します。卒

イラストレーター

業後、働きながらデビューを目指す

●

人には就職をサポートします。

キャラクターデザイナー

●

マンガ編集者

就職先（抜粋）

時代が求める個性豊かな表現が
できるアーティストを育成する

デザイン 宝飾品やクラフト製品などの企画を立て、デザインする仕事です。
製作 デザインにしたがって金属加工などを行い、商品化する仕事です。
販売・営業 ショップでのアドバイスや販売、
簡単なデザイン修正などを行う仕事です。

ています。
ショップなどでの販売職でも、
身につけたセンスやジュ

就 職 実 績 企 業の業 種

エリーに関する知識を十分に活かせるので、人と接することが好

●

貴金属メーカー

●

宝飾販売

きな人には最適です。また、革や木材など異素材との組み合わせ
でファッショングッズを学ぶことにより、アパレル業界、ファッ
ションショップなどへの就職も期待できます。

将 来の職 業
●

本科。さまざまな表現スキルが

アーティスト

●

学べる特性を活かし、将来はデ

イラストレーター

●

ザイン・アート関係など幅広い

メディアクリエイター

●

業種・職種への可能性が考えら

原型師

●

美術スタッフ

れ、卒業後は就職することを目

就 職 実 績 企 業の採 用 職 種

指します。

就職先（抜粋）
㈱アート宝飾／㈱アイデクト／㈱赤坂ユニベイス／㈱アサオ工芸／エステールホールディングス㈱／㈱石友／㈱一誠堂／㈱エーア
イ／㈱エーアンドエス／㈱小川／㈱ケイ・ウノ／㈱京王百貨店／㈱ザ・キッス／シーフォース㈱／㈱シマダ／㈱白金工房／㈱スタイ
ル／㈱ツツミ／㈱ナガホリ／㈱俄／㈱B.L.S.／㈱宝貴工芸／㈱堀溝商店／㈱ミキモト装身具／㈱杢目金屋／ユザワヤ商事㈱／㈱レ
モンツリー 他

㈱アソビモ／キンコーズ・ジャパン㈱／㈱サマンサタバサ
ジャパンリミテッド／㈱シンフィールド／スリーエイ化学
㈱／㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ／㈱ト
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就 職 先（ 抜 粋 ）

レンド・プロ／㈱博士 .com ／㈱バサラ／㈱ファイブ

㈱クラフト／㈱東晃／㈲西海木工所／㈱ヒラサワ／

フォックス／マンガデザイナーズラボ㈱／㈱ワークス／諸

㈲プロップアイズ／㈱松田モデル／㈲リベット・ア

先生方アシスタント 他

ンド・サージ／㈱私の部屋リビング 他
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キャンパスは 原宿 の 街！

世界にひとつの
オリジナル作品！

TDA がある原宿には、創作意欲を刺激する
クリエイティブなヒントがいっぱい！積極的に街を散策してみよう！

5 デザインフェスタギャラリー
アート

デザイン、アート作品を取り扱う施

1 竹下通り

設が多いのも、原宿の魅力のひとつ。
学校帰りに立ち寄って、制作の参考
にしてみよう。

ストリート

たくさんの人が集まる原宿のストリート。竹下

6 MoMA デザインストア

通り、キャットストリート、表参道とそれぞれ
で歩いている人の個性が違うという特徴も。

2 キャットストリート

毎日が
お祭りみたい！

原宿から渋谷につながる、
個性的なショップが立ち並
ぶ遊歩道。この下には、前
東京五輪のときに整備され
た渋谷川が流れています。

オリジナル作品であればどんな人でも出展ができる開かれた
ギャラリー。出展者や来場者との交流も魅力。クリエイティブ
アート科が毎年出展しています。

ニューヨーク近代美術
館MoMAのミュージ
アムショップ。ニュー
ヨークアートをより身
近に感じられるアイテ
ムが満載です。

買い物目当ての観光客や若者でいつもあふれかえっている、原宿の玄関。入
り口のアーチには、TDAの学生の映像作品が流れることも！
※このアーチはTDAの学生のデザインが原案となり制作されました。

Letʼs
“KAWAII”!

フード

スイーツの激戦区でもある原宿。定番の
クレープ以外にも、食べるのが惜しくな
カルチャー

原宿は日本を代表する文化発信地。ポップカ
ルチャーなどの最先端のトレンドを目当てに、
世界中から多くの人が集まっています。

4 キデイランド
3 CUTE CUBE HARAJUKU
原宿の“KAWAII”カルチャーを発信する商業施設。アパレル、雑貨、
レストランなど、ティーン向けの個性的なショップが豊富！

ひょ〜

これが東京か！
TDA体験入学まで
まだ時間が
あるけんね〜

©ふなっしー

国内外で人気のキャラクター
グッズを豊富に取り扱う、原
宿のランドマーク的なショッ
プ。原宿店の店内には、限定
アイテムも！

じっちゃんが言ってた

それにしても原宿は

「竹の子族」をこん目で
見てやるぞい！

すごかとこたいね〜

るほどかわいいメニューが大集合！

8 TOTTI CANDY FACTORY
カラフルで超巨大なわたあめ
が、ティーンや外国人観光客
に大人気！ 大きな専用機械
を使って作る姿は、圧巻のひ
と言です！

7 レインボーパンケーキ
原宿のスイーツ店の中でも、特に有名な人気店。
名物のふわふわパンケーキを目当てに、いつも
店外には長蛇の列が。

インスタ映え、
確実！

色伊呂 創

あれは
竹の子!?

君たち、竹の子族
やね？

な、何言ってんの？
わたあめ食べたいの？

くん

※竹の子族とは、1980年代、原宿の野外で派手な衣装で踊っていた人々のことです。
（家族の方などに聞いてみてね！）
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買い物も便利！

HAR A JUKU MAP

9 ラフォーレ原宿

明治神宮

12

ファッション

11

代々木公園
東京デザイン専門学校

原宿と言えば、やっぱりファッション。
古着から最先端トレンドまでさまざま
なアイテムが集まるから、学校帰りの

10 表参道ヒルズ

原宿
クリスティー

WITH HARAJUKU

代々木競技場

ファッションやアートが融
合する表参道のアイコン的
施設。建築家の安藤忠雄氏
が手がけた建築デザインも
注目です。

1

駅

宿

原

通り
竹下

買い物も充実！

TOTT I CANDY
FACTORY

第一体育館
コープ
オリンピア

原宿発のファッションアイテムを豊富に取り扱う、大人気
商業施設。デザイン性の高いモノばかりで、歩くだけでセ
ンスが磨かれます。

渋谷区立
中央図書館

8

原宿クエスト

CUTE CUBE
HARAJUKU

時には息抜き
するのも大事！

東郷神社

3

太田記念美術館
ソラド
竹下通り

ラフォーレ原宿

11 代々木公園

H&M
HARAJUKU

9

YMスクウェア

り
明治通
リフレッシュ

大都会にあるのにもかかわらず、自然が豊富
な 空 間 が 多 い の も 原 宿 の 特 徴。 制 作 で
疲れたときにリフレッシュする場としても最
適です。

君、その服ないわ〜
着替えた方がいいよ

コレ、うま！

表参道原宿店

The Iceberg
キデイランド
キャットストリート
MoMAデザインストア

5

デザインフェスタ
ギャラリー

2
6

ルイ・ヴィトン

毎年、入学式と卒業式は明
治神宮会館で実施していま
す。明治神宮の記念事業の
際には御社殿の模型などを
制作しました。

原宿スタイルばい！

レインボー
パンケーキ

4

表参道

ってか

7

Dior

12 明治神宮
東京ドーム 11 個分もの敷地面積を持つ、自然豊かな公園。スポーツ施
設やイベントホール、ドッグランなども併設しています。ここは、野外
デッサンで訪れます。

東急プラザ

バーバリー

10

表参道ヒルズ

ROCKET
（ギャラリー）

この勢いでTDAの体験入学でも、
めちゃくちゃええもん作ったるで！

先生、あの子…

とてつもない
天才かも
しれないな…
マンガ：あべさん
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オープンキャンパス に
参加してみよう！

PO I N T

1

参加費・材料費無料で
作品が作れる

TDA では一人一人の目的や好みに応じて選べる、さまざまなイベントメニューをご用意。
授業を体験できたり、各学科の内容を先生や在校生が説明します。
イベントに参加して入学後の学校生活を体験してみよう！

PO I N T

楽しみながら作品をつくる、体験実習プログラムです。
学科ごとに先生や在校生がサポートしてくれるので、初めてでも安心。
また、作った作品はすべて持ち帰ることが可能です。

4

体験実習とセットで
いろんな説明も聞ける

PO I N T

5

卒業制作作品集を
プレゼント

体験 入学でオリジナル デ ザイン体験
部屋を
コーディネートしよう！

あなただけの
Tシャツを作ろう

オリジナルTシャツデザイン

はじめてのジュエリーづくり

グラフィックデザイン科の体験実習。紙に好きな
絵を描き、パソコンにデータを取り込みます。デ
ジタルで色付けしたら、最後はアイロンでプリン

インテリアデザイン科の体験実習。見本を参考に
下描きをし、色鉛筆やマーカーで室内と家具イン
テリアをカラーリング。自分好みの部屋を自由に

ファッションアクセサリー科の体験。まずはリン
グの完成イメージをスケッチ。それをもとにアー
ムに模様を入れ、石座に宝石を留めたらできあが

トしてできあがり。

コーディネートします。

り！ リングづくりの流れが学べます。

PO I N T

2
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インテリアのカラーコーディネート

宝石のリングを
その手で作ろう

TDA のことが
1 日でわかる

PO I N T

3

先生や在校生と
たくさん話せる

先生や在校生が、学校の特徴や概要、学科別の授業内容、

学生たちの集大成といえるのが、最終学年に作る卒業制作

卒業後の進路などを詳しく説明。在校生による作品紹介も

作品。各学科の秀作をまとめた作品集を、来校された方に

あり、授業や作品づくりのイメージもつかめます。また、

限定でプレゼント。他にも、各種グッズや参考資料なども

保護者の方にも説明会を行っています。

用意しています。

6

PO I N T

PO I N T

選考料が無料

7

学生寮の体験入寮可、
遠方からの参加も安心

体験入学では、
在校生による校舎や施設、
設備の見学ツアー

学校の雰囲気を知るには、直接先生や在校生と話してみる

体験入学をはじめとする入学イベントに参加するだけで、

学生寮の体験制度を利用することが可能。来校の前日から

も実施。校舎内に在校生や卒業生の作品が数多く展示され

のが一番。ドリンクやおやつでひと息つきながら、学校生

TDAの推薦を得て、出願することが可能になります。

当日までの 1 泊がご利用できます。2 泊目以降はご相談く

ているので、入学後のイメージを膨らますヒントにも。

活に関する疑問や質問を気軽に相談してみましょう。希望

TDA推薦は、選考料の全額（20,000円）が免除される

TDAの雰囲気をチェックしましょう。

者には個別相談も行っています。

という大きなメリットも。

ださい。
※申し込みは、宿泊予定日の3日前まで。
※お盆・年末年始・3月中旬〜4月初旬の期間は除く。
※保護者の寮が満室の場合は、別の寮を紹介させていただく場合があります。
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イベントラインナップ

体験入学

ACC E S S M A P
アクセスマップ

来校していただき、たのしみながら授業
を体感。志望学科の先生が優しくサポー

1 号館

トしますので、どなたでも安心して参加
できます。希望者は個別相談もできます

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-62-8

のでお気軽にご相談ください。

［JR山手線］

内容：体験実習／学校・学科説明／質問

原宿駅竹下口 徒歩3分

タイム／施設見学／入学に関する個別相

［東京メトロ千代田線］
明治神宮前
（原宿）
駅2番出口 徒歩5分

談など
（上）イラストレーション科 体験実習
（左）空間ディスプレイデザイン科 体験実習

2 号館・3 号館・

▲代々木

学生サービスセンター
［東京メトロ副都心線］

3号館

説明会

学校説明を詳しく聞きたい方や、さ

TDA 紹介のほか、AO 入学のメリットや面接のポイント、入学特待生制度の

まざまな質問に対して本校スタッフ

申し込み方法や面接、作文の選考ポイントについて解説します。説明会終了後

が直接ご案内いたします。

には気軽に相談もできます。

1号館

2

1対1で
自分のペースで
気軽に相談

O

INT

3

保護者の
参加も可能

竹下口改札

東郷神社

吉野家

表参道口改札

2号館
竹
下
通
り

２番出口

す。
（学科について詳しく聞きたい方は、体験

明
）駅

宿

https://www.tda-event.jp/
result.html

原

学校概要、卒業後の進路などについて説明しま

各種イベントの
お申し込みはこちら

入学への参加をお願いします）

受付時間 ： 平日 10：00 ~ 15：00
（完全予約制）
※祝日・GW・お盆・年末年始など休校とさせていただく日
がございます。詳細はWEBサイトなどでご確認ください。
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LINE 公式アカウント

@tokyodesign

副
明 都心
治 線
神
宮
前（

入学相談スタッフが、入学方法・出願手続き、

原宿クエスト
千
明 代田
治 線
神
ラフォーレ
宮
原宿
前
︵
原
宿
︶
駅

◀渋
谷

学校見学

原宿署

治
通
り

I NT

学生サービス
センター

（見学・出願受付）

JR原
宿駅

スマホや PC で
簡単参加

O

P

1
P

P

※お申し込みは参加日2日前の15時までにお願い致します。
※留学生の方は内容が異なりますので「留学生説明会」にご参加ください。

INT

２番出口

図書室

個別相談会

O

道駅

オンライン各種イベント

北参

サブウェイ

原宿駅竹下口 徒歩8分

心線

副都

北参道駅2番出口 徒歩3分
［JR山手線］

表
参
道

インスタグラム 公式アカウント
@tokyo_design_academy

質疑応答も
行って
おりますので

フォローして学校の

ご活用ください。

雰囲気をチェックしよう。

制作／東京デザイン専門学校
アートディレクション＆デザイン／
株式会社コンセント

113

