
学科名

コース名

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

広告デザインⅠ 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 3

広告デザインⅡ 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 4

ア  ー  ト  表  現 42 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

8

クリエイティブイメージ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 15

アイテムワークスⅠ 42 9

アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

マーケティングⅠ 42 50

マーケティングⅡ 42 51

カラーマスター 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

16

カラーコーディネートⅠ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

17

課 　題 　制 　作 140 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 52,53

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 79

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

グラフィックデザイン学科

グラフィックデザインコース

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

１年次

１年次選択科目

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103

自主制作Ｂ 42 104

自主制作Ｃ 42 105

自主制作Ｄ 42 106

自主制作Ｅ 42 107

自主制作Ｆ 42 108

自主制作Ｇ 42 109

自主制作Ｈ 42 110

自主制作Ｉ 42 111

自主制作Ｊ 42 112

自主制作Ｋ 42 113

自主制作Ｌ 42 114

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

コピーライティング 30 〇 デザイン制作会社でコピーライターとして勤務。 30

ビジュアルワークスⅠ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

5

ビジュアルワークスⅡ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

6

カラーコーディネートⅡ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

18

カラーコーディネートⅢ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

19

ＷＥＢデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 22

エディトリアルデザインⅠ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

27

エディトリアルデザインⅡ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

28

ＣＩプランニング 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 7

卒 　業　 制　 作 244 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

64,65

広   告   概   論 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 29

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ

実務経験教員総時間数 2,136

２年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

ＷＥＢ基礎Ⅰ 84 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

20

ＷＥＢ基礎Ⅱ 84 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

21

ベーシックデザインⅠ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

マーケティングⅠ 42 50
マーケティングⅡ 42 51

カラーマスター 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

16

カラーコーディネートⅠ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

17

メディア戦略 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

23

動画編集 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

24

課 　題 　制 　作 140 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

54,55

ＷＥＢ特別講座Ⅰ 21 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

76

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 79

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

１年次選択科目

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

グラフィックデザイン学科

ＷＥＢデザインコース

１年次

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103
自主制作Ｂ 42 104
自主制作Ｃ 42 105
自主制作Ｄ 42 106
自主制作Ｅ 42 107
自主制作Ｆ 42 108
自主制作Ｇ 42 109
自主制作Ｈ 42 110
自主制作Ｉ 42 111
自主制作Ｊ 42 112
自主制作Ｋ 42 113
自主制作Ｌ 42 114

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

コピーライティング 30 〇 デザイン制作会社でコピーライターとして勤務。 30

ビジュアルワークスⅠ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

5

ビジュアルワークスⅡ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

6

エディトリアルデザインⅠ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

27

エディトリアルデザインⅡ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

28

ＷＥＢエキスパートⅠ 84 〇 Webマーケティング会社にWebデザイナーとして勤務。
Web関連全般を担当。 25

ＷＥＢエキスパートⅡ 84 〇 Webマーケティング会社にWebデザイナーとして勤務。
Web関連全般を担当。 26

卒 　業　 制　 作 244 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

66,67

ＷＥＢ特別講座Ⅱ 30 〇 Webマーケティング会社にWebデザイナーとして勤務。
Web関連全般を担当。 77

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ

実務経験教員総時間数 2,229

2年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

広告デザインⅠ 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 3

広告デザインⅡ 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 4

ア  ー  ト  表  現 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

8

クリエイティブイメージ 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 15

アイテムワークスⅠ 42 9
アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

マーケティングⅠ 42 50
マーケティングⅡ 42 51

カラーマスター 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

16

カラーコーディネートⅠ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

17

課 　題 　制 　作 140 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 52,53

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 79

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

グラフィックデザイン学科

メディアイラストコース

１年次

１年次選択科目

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103
自主制作Ｂ 42 104
自主制作Ｃ 42 105
自主制作Ｄ 42 106
自主制作Ｅ 42 107
自主制作Ｆ 42 108
自主制作Ｇ 42 109
自主制作Ｈ 42 110
自主制作Ｉ 42 111
自主制作Ｊ 42 112
自主制作Ｋ 42 113
自主制作Ｌ 42 114

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ビジュアルワークスⅠ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

5

ビジュアルワークスⅡ 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

6

カラーコーディネートⅡ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

18

カラーコーディネートⅢ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

19

エディトリアルデザインⅠ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

27

エディトリアルデザインⅡ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

28

ＷＥＢデザイン 42 〇
デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザイン、スタッフＴシャツ制作なども手がけ
る。

22

メディアイラストⅠ 42 〇 包材会社に勤務経験あり。フリーイラストレーター。
ショッパーなどパッケージデザインを中心に制作。 33

メディアイラストⅡ 42 34

イラストテクニック 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

35

卒 　業　 制　 作 244 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

64,65

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ 30 81

実務経験教員総時間数 2,106

2年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番

号
就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

ア ー ト 表 現 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

8

クリエイティブイメージ 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

15

アイテムワークスⅠ 42 9
アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

11

ベーシックデザインⅡ 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

12

コミック基 礎 Ⅰ 84 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 36

コミック基 礎 Ⅱ 84 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 37

カラーマスター 42 〇 印刷会社に勤務経験あり。
カラー関係の資格を活かしフラワーアレンジなども手がける。 16

カラーコーディネートⅠ 42 〇 印刷会社に勤務経験あり。
カラー関係の資格を活かしフラワーアレンジなども手がける。 17

課 　題 　制 　作 140 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

56,57

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番

号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

79

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番

号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

グラフィックデザイン学科

絵師&コミックイラストコース

１年次

１年次選択科目

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103
自主制作Ｂ 42 104
自主制作Ｃ 42 105
自主制作Ｄ 42 106
自主制作Ｅ 42 107
自主制作Ｆ 42 108
自主制作Ｇ 42 109
自主制作Ｈ 42 110
自主制作Ｉ 42 111
自主制作Ｊ 42 112
自主制作Ｋ 42 113
自主制作Ｌ 42 114

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番

号

セルフプロモーション 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 49

アート＆イラストⅠ 84 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

31

アート＆イラストⅡ 84 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

32

世界観研究 42 40

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅠ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

41

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅡ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

42

卒 　業　 制　 作 244 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

68,69

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番

号

就　職　指　導　Ⅱ 30 81

実務経験教員総時間数 2,190

２年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

ア ー ト 表 現 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

8

クリエイティブイメージ 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

15

アイテムワークスⅠ 42 9
アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

コミック基 礎 Ⅰ 84 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。チラシやイラ
スト、Webサイト制作など広くデザイン制作に携わる。フリーと
なってからはイラストレーター、漫画家として活動中。

36

コミック基 礎 Ⅱ 84 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。チラシやイラ
スト、Webサイト制作など広くデザイン制作に携わる。フリーと
なってからはイラストレーター、漫画家として活動中。

37

カラーマスター 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

16

カラーコーディネートⅠ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

17

課 　題 　制 　作 140 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

58,59

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

79

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

グラフィックデザイン学科

キャラクターデザインコース

１年次

１年次選択科目

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103
自主制作Ｂ 42 104
自主制作Ｃ 42 105
自主制作Ｄ 42 106
自主制作Ｅ 42 107
自主制作Ｆ 42 108
自主制作Ｇ 42 109
自主制作Ｈ 42 110
自主制作Ｉ 42 111
自主制作Ｊ 42 112
自主制作Ｋ 42 113
自主制作Ｌ 42 114

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

セルフプロモーション 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

49

メディアキャラクターⅠ 84 〇
アパレル・キャラクター商品製作会社にてクリエイターとして勤
務経験あり。キャラクターグッズ、イラスト、エッセイ漫画など
幅広いジャンルで制作を手がける。

13

メディアキャラクターⅡ 84 〇
アパレル・キャラクター商品製作会社にてクリエイターとして勤
務経験あり。キャラクターグッズ、イラスト、エッセイ漫画など
幅広いジャンルで制作を手がける。

14

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅠ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

41

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅡ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

42

世界観研究 42 40

卒 　業　 制　 作 244 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

70,71

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ 30 81

実務経験教員総時間数 2,190

２年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

ア ー ト 表 現 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

8

クリエイティブイメージ 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

15

アイテムワークスⅠ 42 9
アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

コミック基 礎 Ⅰ 84 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

36

コミック基 礎 Ⅱ 84 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

37

カラーマスター 42 〇 印刷会社に勤務経験あり。
カラー関係の資格を活かしフラワーアレンジなども手がける。 16

カラーコーディネートⅠ 42 〇 印刷会社に勤務経験あり。
カラー関係の資格を活かしフラワーアレンジなども手がける。 17

課 　題 　制 　作 140 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

60,61

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

79

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

グラフィックデザイン学科

まんがコース

１年次

１年次選択科目

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択



プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇 フリーイラストレーター、マンガ家として活動。
ソーシャルゲームのキャラクターデザインなども手がける。 93

自主制作Ａ 42 103
自主制作Ｂ 42 104
自主制作Ｃ 42 105
自主制作Ｄ 42 106
自主制作Ｅ 42 107
自主制作Ｆ 42 108
自主制作Ｇ 42 109
自主制作Ｈ 42 110
自主制作Ｉ 42 111
自主制作Ｊ 42 112
自主制作Ｋ 42 113
自主制作Ｌ 42 114

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

セルフプロモーション 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

49

コミックテクニックⅠ 84 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 38

コミックテクニックⅡ 84 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 39

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅠ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

41

ｷｬﾗｸﾀｰｴｷｽﾊﾟｰﾄⅡ 84 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

42

世界観研究 42 40

卒 　業　 制　 作 244 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

72,73

授業科目名
単位時間

数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ 30 81

実務経験教員総時間数 2,190

２年次

2年次選択科目



学科名

コース名

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅰ 15 80

Ｃ      Ｇ      Ⅰ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 1

Ｃ      Ｇ      Ⅱ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 2

アイテムワークスⅠ 42 9

アイテムワークスⅡ 42 10

ベーシックデザインⅠ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 11

ベーシックデザインⅡ 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 12

マーケティングⅠ 42 50

マーケティングⅡ 42 51

グッズプランニングⅠ 84 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

43

グッズプランニングⅡ 84 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

44

カラーマスター 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

16

カラーコーディネートⅠ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

17

課 　題 　制 　作 140 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

62,63

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

Ｃ Ｇ 特 別 講 座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 78

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成講座 21 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 79

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

ＤＴＰ講座 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、フライヤー、パンフレットなどを手がける。 83

商業用カットイラスト 42 〇 デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告全般と
カットイラストやパッケージデザインも手がける。 102

コピックテクニック 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

87

ミニチュアワークス 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 82

ブランドプロモーション 42 〇 デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスター、パンフレット、マークやロゴなど幅広く手がける。 90

キャラクター基礎講座 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

86

シルバーアクセサリー講座 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

84

デッサン講座 42 〇 デザイン会社でデザイナーとして勤務経験あり。
幼児、児童の絵画造形教室講師も務める。 88

フィギュアモデリング 42 〇 木彫家として国内外で活動中。 89

プリントワークス 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

97

乙女ゲームイラスト講座 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 91

同人絵師講座 42 〇
デザイン会社にデザイナーとして勤務した経験あり。広告の他
イラストやキャラクターデザインなどを手がける。
漫画家アシスタントの経験もあり。

92

仙台デザイン専門学校　2020年度　授業科目・教員実務経験対応表

１年次

1･2年次共通選択科目1年間で6教科、2年間で12教科選択

1年次選択教科

グラフィックデザイン学科

雑貨デザインコース



ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾞｯｸ(絵本)制作 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

94

アクセサリー制作講座 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

85

リアルイラスト講座 42 〇
キャラクター商品製作会社にてデザイナーとして勤務経験あり。
キャラクターデザイン､イラスト､マーケティングなど業務全般に
携わる。Web絵本､雑貨クリエイターとしても活動。

95

ノベルズイラスト 42 〇 漫画家として活動。ソーシャルゲームのイラスト、デザイン、
コミカライズの構成などを手がける。 98

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ制作講座 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 96

ストリートデザイン 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 100

ドールハウス制作講座 42 〇 フリーランスとして建築模型やミニチュア、ドールハウスを制
作。 101

ＣＤジャケット制作講座 42 〇 デザイン制作会社でWebデザイナーとして勤務した経験あり。
ポスターやロゴデザインスタッフＴシャツ制作なども手がける。 99

キャラクター応用講座 42 〇
デザインプロダクションにてデザイナーとして勤務経験あり。
アートディレクターとして多様なデザインやキャラクター制作な
ども手がける。

93

自主制作Ａ 42 103

自主制作Ｂ 42 104

自主制作Ｃ 42 105

自主制作Ｄ 42 106

自主制作Ｅ 42 107

自主制作Ｆ 42 108

自主制作Ｇ 42 109

自主制作Ｈ 42 110

自主制作Ｉ 42 111

自主制作Ｊ 42 112

自主制作Ｋ 42 113

自主制作Ｌ 42 114

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

グッズプランニングⅢ 84 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

45

グッズプランニングⅣ 84 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

46

カラーコーディネートⅡ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

18

カラーコーディネートⅢ 42 〇
デザイン制作会社にデザイナーとして勤務した経験あり。
デザイン、イラスト、シルバーアクセサリーなどデザイン全般に
携わる。

19

セルフプロモーション 42 〇 広告会社にてデザイナーとして勤務。イラストやイベントグッズ
の制作も手がける。 48

ショップ研究 42 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

47

エディトリアルデザインⅠ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

27

エディトリアルデザインⅡ 42 〇
仙台市内のデザイン会社にデザイナーとして勤務。その後、株式
会社を立ち上げ代表取締役に。広告印刷物やWeb関連など幅広く
活動。

28

卒 　業　 制　 作 244 〇
クラフトショップに勤務し、オリジナル商品の企画・制作・販売
に携わる。雑貨作家として独立後は企画展参加、ネット販売で活
動。

74,75

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験内容

シラバス
ページ番号

就　職　指　導　Ⅱ 30 81

実務経験教員総時間数 2,148

２年次

2年次選択教科


