
入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
トータルインテリア学科 2年 25名 50名 29 50

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

一般科目

1年次

社会人基礎講
座Ⅰ,Ⅱ

2年次

社会人基礎講
座Ⅲ,Ⅳ

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 IC基礎Ⅰ モデリング IC基礎演習Ⅰ
2 IC基礎Ⅱ 社会人基礎講座Ⅰ IC基礎演習Ⅰ
3 MAC演習 IC基礎演習Ⅱ 総合デザインⅠ 色彩計画
4 インテリア製図

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション

5月
6月 スポーツ大会 色彩検定
7月 前期末試験 学園祭 プレゼンテーション

8月 夏休み
9月 後期始業式

10月
11月 研修旅行
12月 後期末試験 冬休み
1月 プレゼンテーション

2月 デザイン展 ADC杯 就職研修（1年次）

3月 卒業式 三者面談（1年次） 春休み

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,660

選択
一般科目 必修 96

選択
合計 1,756

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
インテリア設計士資格検定試験２級 95% 20 21
インテリアコーディネーター資格試験 100% 2 2

IC販売／コンペ演習／３ＤＣＧ演習／スペースデ
ザイン演習Ⅱ／総合デザインⅢ,Ⅳ／IC概論Ⅰ／
IC法規／IC構造／IC材料／IC施工／インテリア
設計／SP演習／コーディネート演習／家具デザ
イン概論／造形技術概論／家具デザイン演習／
ディスプレイ演習／家具技能演習／造形技術演
習／立体制作演習／建築概論／作品展示計画
Ⅱ

IC基礎Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ／色彩計画／パース演習／IC基
礎演習Ⅰ,Ⅱ／MAC演習／プランニング演習／イ
ンテリア製図／モデリング／CAD演習／Office演
習／スペースデザイン演習Ⅰ／総合デザインⅠ,
Ⅱ／造形演習／建築基礎演習／作品展示計画
Ⅰ

専門科目

プランニング演習 パース演習

造形演習／
建築基礎演習



入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
グラフィックデザイン学科 2年 25名 50名 19 35

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

1年次

2年次

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 Photoshop基礎Ⅰ アイデア発想法 グラフィックデザイン概論

2 色彩計画Ⅰ DTP基礎 コピー概論
3 総合デザインⅠ 社会人基礎講座Ⅰ Webデザイン基礎Ⅰ デザイン実務演習Ⅰ

4 Webコーディング基礎Ⅰ

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション

5月
6月 色彩検定 スポーツ大会
7月 前期末試験 学園祭
8月 夏休み
9月 後期始業式

10月
11月 研修旅行
12月 後期末試験 冬休み
1月 プレゼンテーション

2月 デザイン展 ADC杯 就職研修(1年次）

3月 卒業式（2年次） 三者面談（１年次） 春休み

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,660

選択
一般科目 必修 96

選択
合計 1,756

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
色彩検定３級 88% 14 16
Illusutratorｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験 63% 10 16
Photoshopｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験 53% 8 15
Webデザイナー検定 88% 14 16

一般科目
社会人基礎講座Ⅰ,Ⅱ

社会人基礎講座Ⅲ,Ⅳ

グラフィック基礎Ⅰ Illustrator基礎

ベーシックデザイン

GD演習／CI演習／アドバタイジング／コミュニ
ケーションデザイン／デザイン実務演習Ⅲ,Ⅳ／
DTP応用／DTP実務／卒業制作／カメラワーク
応用／グッズデザイン演習Ⅰ,Ⅱ／イラストレー
ションⅠ,Ⅱ／グラフィックワークⅠ,Ⅱ／絵本制作
演習Ⅰ,Ⅱ／DTV応用Ⅰ,Ⅱ／Webデザイン応用
／Webデザイン実務／総合デザインⅢ,Ⅳ／作品
展示計画Ⅱ

Illustrator基礎／Photoshop基礎Ⅰ,Ⅱ／DTP基礎
／DTP実践／InDesign演習／グラフィック基礎Ⅰ,
Ⅱ／ベーシックデザイン／Webデザイン基礎Ⅰ,
Ⅱ／Webコーディング基礎Ⅰ,Ⅱ／色彩計画Ⅰ,Ⅱ
／アイデア発想法／グラフィックデザイン概論／
デザイン実務演習Ⅰ,Ⅱ／コピー概論／DTV演習
／プランニング概論／
修了制作／カメラワーク演習／総合デザインⅠ,
Ⅱ／作品展示計画Ⅰ

専門科目



入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
マンガ・コミックイラスト学科 2年 25名 50名 31 43 1

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

一般科目

1年次

Ｏｆｆｉｃｅ演習Ⅰ
／Ｏｆｆｉｃｅ演習
Ⅱ／社会人基
礎講座Ⅰ／社
会人基礎講座
Ⅱ

2年次

社会人基礎講
座Ⅲ／社会人
基礎講座Ⅳ

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 Ｏｆｆｉｃｅ演習Ⅰ ＣＧ演習Ⅰ ストーリー マンガテクⅠ イラスト演習Ⅰ
2 デッサン ＣＧ演習Ⅰ ストーリー マンガテクⅠ イラスト演習Ⅰ
3 コミックアートⅠ 色彩計画Ⅰ デザイン実務Ⅰ イラストレ ＤＴＰ演習Ⅰ
4 社会人基礎Ⅰ イラストレ

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション

5月
6月 スポーツ大会（全学年）

7月 学園祭（全学年）
8月 夏休み
9月 オリエンテーション

10月 高松マイロード（全学年）

11月 秋季研修 高松マイロード（全学年）

12月 冬休み
1月
2月 デザイン展 ＡＤＣ杯 就職全体集会 就職研修
3月 卒業式（2年次） 春休み 三者面談(1年次）

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,324

選択 288
一般科目 必修 144

選択
合計 1,756

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
漫画キャラクター検定 94% 17 18
似顔絵検定 85% 11 13
色彩検定 91% 10 11

専門科目
デッサン／コミックアート演習Ⅰ／コミックアート
演習Ⅱ／ＤＴＰ演習Ⅰ／ＤＴＰ演習Ⅱ／ＣＧ演習
Ⅰ／ＣＧ演習Ⅱ／色彩計画Ⅰ／色彩計画Ⅱ／ス
トーリーテクニック／キャラクター検定演習／デザ
イン実務Ⅰ／デザイン実務Ⅱ／マンガテクニック
Ⅰ／マンガテクニックⅡ／イラストレーションⅠ／
イラストレーションⅡ／イラスト演習Ⅰ／イラスト
演習Ⅱ／修了制作

ＤＴＰ演習Ⅲ／ＤＴＰ演習Ⅳ／コミックアート演習
Ⅲ／コミックアート演習Ⅳ／デザインワークⅠ／
デザインワークⅡ／Ｗｅｂ演習Ⅰ／Ｗｅｂ演習Ⅱ
／デザイン実務Ⅲ／デザイン実務Ⅳ／にがお絵
演習／デッサン

※選択科目
コミックテクニックⅠ／コミックテクニックⅡ／イラ
スト演習Ⅲ／イラスト演習Ⅳ／キャラクターテク
ニックⅠ／キャラクターテクニックⅡ／コミックイラ
スト演習Ⅰ／コミックイラスト演習Ⅱ／マンガテク
ニックⅢ／ＣＧ演習Ⅲ／ＣＧ演習Ⅳ
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