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夢をカタチに。
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仲間とのふれあい、さまざまな体験。
創造の幅を広げるプログラム。
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創造力を培う環境で新たな一歩を。
進めプロフェッショナルへの道。
もっと知りたい AZD。
観て・聞いて・触れてみよう。

私だけの形を「描きたい」「作りたい」…。
そうした夢の実現に近づけるステージがここにあります。
AZD（あいち造形デザイン専門学校）は、1983 年、名古屋デザイン専門学校として、名古屋市
瑞穂区に開校しました。2004 年に名古屋市千種区今池に校舎を移転し、翌 2005 年に校名を現在の
あいち造形デザイン専門学校に変更しました。そして 2013 年春より現校舎に移転し、新たな環境
での授業が始まりました。
「将来、デザイナーやイラストレーターとして広告の仕事に携わりたい」「漫画家として第一線で
活躍したい」「かわいい雑貨をデザインしたい」…そんな将来への夢や希望を持たれている方も
いることでしょう。
デザインやアートの世界は個々の「感性」によって生みだされる世界です。AZD ではその「感性」
を高めるためのカリキュラムやプログラムを用意して、皆さんの夢の実現をバックアップします。
さあ、あなたも AZD で一緒に夢への第一歩を踏み出してみませんか？あなたの思いを AZD のス
ケッチブックに描いてみましょう！

それでは
AZD を
覗いてみましょう。

私たちの生活を取り巻いている人間が作り出し
たものには、すべて何らかのデザインがなされ
ているといっても過言ではありません。その時

本校入学と同時に全員が愛知産業大学工業高等学校通信制に
入学します。高等学校の単位取得のための普通科目は、１年生
から 3 年生までを通じて履修します。１年生では普通科目と
実習関連科目の割合は、約２：１ですが、２年生、３年生で
は約１：２となります。

AZD３年間のカリキュラム

代に受け入れられ、それが格好よく見える、可
愛く見える…。こうした流行にもデザインは大

卒業制作

きく関わっています。デザインとはデザイナー
の身勝手な演出ではなく、必ず「使う人、見る
人」がいて初めて良いデザインであるといわれ
るのです。
では、アートの世界はどうでしょうか。作家の
個性による創造が主となりますが、そこから生
まれた作品は、見る人びとの信念や感情に訴え

年生

＊1 選択実習①・②

素描

デザイン材料（座学）
環境構成デザイン（座学）

「人間」との関わり合いが重要なのです。
大切なのは他人を思いやる心ではないでしょう
か。絵がうまく描けない、思いどおりにかたち

年生

１年生で学んだことを更に
発展させ向上させるための
実技と、立体系、平面系、
コミック系等、自分の目標
に応じ内容を選択して実習
に取り組みます。

＊1 選択実習

素描

Mac 実習Ⅱ
Win 実習Ⅱ

デザイン・アートの基礎を幅広く学ぶ︒
幅広く学ぶことで︑自分の目標が見えてきた！

Mac の授業では、フォト
ショップ、イラストレー
タを用いて画像の処理等
の技術を学びます。Win
の実習では Excel の基礎
を学びます。

絵画

ビジュアルデザイン（座学）

国語総合 世界史 A
家庭基礎
コミュニケーション英語Ⅰ
書道Ⅰ 体育 保健
科学と人間生活
総合的な学習
ホームルーム活動

進級制作

消し、豊かに心地よく生活できることの手助け
となること。そこには自己中心的な考えや、人
の意見を聞こうとしない頑固さはありません。
テクニックの向上、ルールの遵守、TPO
（時間・

係を中心にして身につけなければならないこと

＊2

視覚伝達デザイン

表現したものが人びとの欲求や迷い、不安を解

場所・目的）
に合わせた行動と発言…。人間関

国語表現
日本史 A
生物基礎
コミュニケーション英語Ⅰ
体育
総合的な学習
ホームルーム活動

進級制作

いずれにしても、デザイン・アートの世界は、

も使う人の立場になって考え、表現すること。

Mac 実習Ⅲ
Win 実習Ⅲ

Mac の授業では、DTP（パソ
コン上で文字や画像を処理し
て印刷の原稿を制作すること）
の基礎を、Win の実習では１、
２年生で学んだことに加え、
関数、グラフの作成などを学
びます。

絵画

かけ、精神的・感情的な感動を得ようとします。

が作れない…。そんな人のため、そして何より

＊2

視覚伝達デザイン

描写力の向上と応用、また
各々の目標や適性に合わせ
た選択実習に取り組むこと
で、意識を持って、次の進
路へつなげることができる
ような授業を行います。

年生

課題に取り組む姿勢を
身につけ、描写力・構
成力・色彩感覚の向上
に重点を置いたデザイ
ン・アートの基礎を学
びます。

＊2 Mac 実習Ⅰ

基礎デザイン
構成

Win 実習Ⅰ

素描

＊1 選択実習

美 術Ⅰ（座学）
デザイン史（座学）

がたくさんあります。

実習・理論

Mac の操作の基本とフォト
ショップ、イラストレータ
の２つのソフトの基礎的な
操作を学びます。また Win
を使って Word の基礎を学
びます。

コンピュータ実習

造形美術の世界
＊1 選択実習
デザイン・絵画・まんが・立体造形…各自の目標に向けて選択して学びます。
選択実習…各自の目的や適性に合わせてコースを自由に選択する実習です。
１年生は週２時間３コースの授業で「平面系」２コースと「立体系」１コースから
選択して授業を進めます。２年生では「グラフィックデザイン」「イラスト」「まんが」
の３コースから選択する週２時間の授業を受講します。さらに３年生では授業内容
をさらに細分化し、「グラフィックデザイン」「立体」「まんが」「イラスト」「絵画」
など、週２時間３コースの授業と週３時間 3 コースの全６コースから２コースを選択
して作品の制作に臨みます。
授業内容を選択し、各自の適性や目標に合わせた内容の実習に取り組むことで、進
路についての意識の向上を目指します。

実習
＊2 Mac
マッキントッシュコンピュータを学びます。
Mac…アップル社製マッキントッシュコンピュータによる実習です。デザインの世
界では Mac を用いての仕事が主流となっているため、本校では Win（ウィンドウズ）
とともに３年間を通じて学びます。

国語総合
現代社会

数学Ⅰ

コミュニケーション英語基礎
書道Ⅰ 体育 保健
総合的な学習
ホームルーム活動

普通科目

人間形成の大切な時期を有意義に過ごせるように、変化に富んださまざまな行事が計画されて

●グラフィックデザイン検定

います。学校全体で盛り上がる学校祭。クラスが一致団結して奮闘する体育祭。そして２年生

●卒業試験（３年生）

の学年末に実施される「世界を知る」体験を目的とした台湾への修学旅行は、見るもの触れる

●専門課程卒展鑑賞会
●進路説明会（２年生）

ものがすべて新鮮で感動的です。スケッチ会や美術鑑賞会など、デザイン・アートを学ぶ学校

●進級試験（１・２年生）

としての独自の行事も企画されています。また、多くの生徒が授業後に部活動や各種検定試験
対策の補習などに参加し、充実した時間を過ごしています。

仲間とのふれあい︑様々な体験︒

同じ目的をもつ仲間と過ごす３年間の思い出は、かけがえのない一生の宝物となるでしょう。
●２学期末試験
●色彩検定

充実のキャンパスライフ
●２学期中間試験
●社会研修

●茶話会（３年生）

●学校祭

●卒業式
●美術鑑賞会

●冬季休暇
●生徒作品展

●スクーリング
●三者懇談
●サマーセミナー（１年生） ●終業式
●アクリル講習会（２年生） ●夏季休暇

●１学期中間試験
●進路説明会（３年生）
●スクーリング
●スケッチ会

●美術鑑賞会

●修学旅行（２年生）

●始業式

●終業式

●租税教室

●春季休暇

●終業式
●冬季休暇

●始業式
●個人面談
●スクーリング
●体育祭
●夏季休暇
●避難訓練（出校日）
●球技大会
●レタリング技能検定
●色彩検定

●春季休暇
●学園合同入学式
●始業式

１日のスケジュール

●１学期末試験
●日本語ワープロ検定

●オリエンテーション（１年生）
●健康診断
●個人面談

本校は遠方から通学する生徒も多いため、余裕をもって通学できる
ように始業時間は午前９時からに設定されています。平常授業は、
50 分授業が午前３時限、午後３時限の６時限授業となっています。

~ 9:00
9:00~ 9:10

昼食はお弁当持参が原則ですが、朝、ほか
ほか弁当を注文したり、お昼におにぎり等
の販売もあります。

授業後は各種検定試験の補習や、
自主的
に課題制作に取り組む者も多くいます。

登校
ST

9:10~10:00

１時限

10:10~11:00

２時限

11:10~12:00

３時限

12:00~12:40

昼食

12:40~13:30

４時限

13:40~14:30

５時限

14:40~15:30

６時限

15:30~

ST・清掃
部活動・検定補習

17:00

最終下校時間

Interview

部活動

生徒会活動

本校の部活動は文化系の部活動はデザイン・

生徒会活動として、社会福祉協議会等の公共

中学校の頃はあまり学校に馴染めず登校することに

美術系が多いのが特徴です。また、スポーツ
系の部活動も楽しく汗を流しています。普段
の授業とはひと味違い、学年を越えた交流が
あります。

団体と連携して、ボランティア活動、募金活動

ためらいがちだった私。

等を積極的に行っています。また、電波学園

AZD に入学してからは、同じ目的をもったクラスメ

［スポーツ系］
卓 球
バスケットボール
［文化系］
絵 画
写 真
映 画
モデルアート
造形活動
イラストレーション
クラフトアート
エンジョイアクティブ
ブラッシュアップイングリッシュ
鉄道同好会
電飾同好会

高等課程姉妹校５校の交流活動として、合同
で街の清掃活動などボランティア活動を実行
しています。
生徒会執行部の下に代議委員会、風紀委員会、
美化委員会、体育委員会、文化委員会が活動
を行っています。風紀委員会は、挨拶運動を
毎朝登校時に実施しています。美化委員会は

在校生からメッセージ

イトとの学校生活がとても充実していて、２年間が
あっという間に過ぎていった
という感じです、自分でもと
ても明るくなったなぁと実感
しています。
現在は、自分なりの目標を決
め、成績向上に努めています。
今後は進学してデザインの勉

校内美化を推進するキャンペーンを行ってい

強をさらに深めていきたいと

ます。体育委員会は球技大会や体育祭の運営

思っています。

を担い、文化委員会は学校祭の企画運営を行っ
ています。

３年生

森

愛花 さん

さまざまな体験が豊かな発想の源となる！
幅広くデザイン・アートについて学ぶことにより、将来の方向性を見出していくという考えのもと、
３年間のカリキュラムを組み立てています。また、
「観る」
「聞く」
「触れる」など五感に訴えかける

スケッチ会

社会研修

行事により、「描く」「作る」に留まらず、豊かな人間性を兼ね備えたデザイナー、アーティストの
育成を目指しています。

オリエンテーション

名古屋城や東山動植物園、
名古屋港など毎年場所を
変えて実施します。
（全学年）

入学後、すぐに実施されるオリエンテーションでは、学校生活についての基本や、
実習授業の取り組み方について学びます。「水張り」の体験実習が入学後初めて
の実習です。平面作品の制作には欠かせないベース作りを学びます。
（1 年生）

生徒会が中心となって、地域の清掃
活動や、日本赤十字社の献血・募金
活動を実施しています。また、本学
園姉妹校の高等課程５校が連携して
清掃活動を実施するなど、積極的な

各学年ごとにテーマを決めて行う社会研修。平成 29 年度は１年
生は歌舞伎鑑賞、２年生は中部国際空港の見学ツアー、３年生は
ホテルでのテーブルマナー講習を実施しました。

ボランティア活動を行っています。
（全学年）

大学受験指導・ステップアップ講座

大学進学対策講座や︑実技や主要科目のレベ
ルアップを目的とした講座を授業後や早朝に︑
希望者に実施しています︒実習の講座では︑
公募品を制作するなかで︑表現の幅を身につ
︵全学年︶
けていきます︒

二年生の学年末に台湾へ三泊四日の修学旅行が実施されます︒

故宮博物院での美術品の鑑賞や︑本学園の海外提携校である

一年生の七月に実施されるサマーセミナーでは︑

一泊二日の日程で陶芸制作︑美術鑑賞などを行

います︒
︵一年生︶

創造の幅を広げるプログラム︒

開南大学への訪問︑現地ならではの体験プログラムなど︑さ

まざまな企画が用意されています︒
︵二学年︶

修学旅行

ボランティア活動

講習会・講演会
年間を通じて、さまざまな講習会・講演会を企画しています。

検定受験対策補習

授業で使用しているアクリル絵具の使い方のヒントを絵具メー
カーの方に講習していただいています。（２年生）学校祭では
デザイン・アート分野のプロの方を招いて講演会を実施。平成
29 年度は本校卒業生の日本画家の小川佳浩先生に講

美術鑑賞会

演していただきました。
（全学年）また、税務署の方
に税金の仕組みについてのお話を伺ったり、骨髄バンク
についての理解を高めるためのお話をコーディネーター
や元患者の方から伺いました。（３年生）

サマーセミナー

愛知県美術館や名古屋市美術館等で開催さ
れる美術展の鑑賞や、名古屋市民ギャラリー
矢田で開催される本校専門課程の卒業制作
展の鑑賞を行います。（全学年）

レタリング技能検定、色彩検定、グラフィックデザイン検
定、日本語ワープロ検定、実用英語技能検定、実用数学検
定等にチャレンジする生徒に対して、受験対策の補習を実
施して、合格に向けてバックアップします。

努力はかならず形になって表れる。

デザイン・アートの世界は実力優先の世界です。実習の授業で制作した作品は、セレクトされて年末の
﹁自分パペット﹂
自分をモチーフにしたパペット︵腕人形︶です︒顔は粘土
を使用して彩色を施し︑衣服の切れ端やタオルを使って
表現しました︒

作品展で展示されます。多数の人たちに観てもらうことにより、さまざまな評価を得ることができ、新た
な制作の意欲へとつながります。また、ポスターやマーク、イラストレーションなどのコンクールへの出
品や企業、公共機関と連携した作品の制作を授業に取り入れています。
「学校」
という狭い枠組みにとら
われず、
より広い視点から評価を得られるような取り組みを行っています。

﹁平面構成﹂
視覚伝達デザインの重要な要素である構成力を養い
ます︒さまざまなモチーフを用いたり︑幾 何 形 態 を 組
み合わせたりして画面の中にバランス良く配置し美
しい色彩でまとめあげます︒

生徒作品ギャラリー

〈１年生作品〉

﹁漢字からのイメージ表現﹂
漢字の意味から発想したイメージをイラスト
表現した作品です︒イラストによる表現力を
養うとともに︑デザインの重要な要素である
文字の表現もしっかりと身につけます︒

﹁鉛筆デッサン﹂︵一年生︶
三年間を通じて描写力を身につけるために︑
素描︵デッサン︶を学びます︒
一年生では身近
にある静物などをモチーフにして描き︑もの
を観る力をしっかりと身につけます︒

コンペに挑戦！

Interview

１年生

青山文香 さん

在校生からメッセージ

「紙を素材にして靴を作ろう」
さまざまな「紙」を組み合わせて自分の靴をリアルに再現
しました。素材の持つ特徴と加工方法を身につけます。

毎年、さまざまな公募の作品に取り組み、成果を上げています。

- 広い視点から作品の評価を得ることを目的として、各種のコンペティション等へ
出品する作品を、実習授業の課題やステップアップ講座等の時間を使って制作・

AZD での授業が始まりました。 専門科目の授業の割合が多く
授業中は皆が集中して取り組
て、専門的に学べることがと

出品しています。

んでいるので、落ち着いて先

ても魅力的です。共通の話題

生のお話を聞くことができ、

をもつ友人もできて楽しく学

公募」において当時３年生の伊藤琢磨さんが「ジュニア奨励賞」を受賞しました。

とても分かりやすいです。

校生活を送っています。

さまざまな技法を身につけて、

デザインの世界は幅が広く、

画力を向上させたいです。ま

自分が何に向いているのか

た、マッキントッシュの授業

まだ分かりませんが、３年間

回ポスターグランプリ」において２名の生徒が入選するなど、他にも数々の公募

も楽しみです。デジタルで絵

でさまざまな技法を身につけ

作品に挑戦し多くの入賞・入選者を輩出しました。

を上手く描けるようになりた

て、方向性を見つけたいと思

いと思います。

います。

平成 29 年度の実績として、三谷産業株式会社主催の「第 21 回 THE ETO イラスト
また、兵庫県伊丹市立図書館ことば蔵主催の「第４回しおりんピック」において、
当時１年生の庄山なな実さんの作品が「銅メダル」を受賞しました。また例年ス
テップアップ講座で制作し応募している愛知県印刷工業組合等が主催する「第８

１年生

江口広馬 さん

こうしたさまざまな公募への取り組みは、課題に対する目的意識の高揚と、進路
決定に向けての実績として、生徒に還元され着実に成果をあげています。

〈２年生作品〉

毎日の積み重ねが大きな成長へとつながる。

「お菓子のパッケージとポスター」
既製のお菓子のパッケージを基に、各自で新しいテイスト
を企画してリアルにパッケージをデザインし、
さらにその
お菓子のイメージを伝えるポスターをトータルで制作し
ます。
「デッサン」
造形の基本である素描は、３年間を通してじっくりと力が身につくように授業が
組み込まれています。身近なモチーフを中心に、効果的な構図を重視した作品な
どを制作します。
「まんが」
２年生の選択実習のまんがコースでは、
まんがの道具の基本的な使い方や、キャ
ラクターの表現方法などを学び、
コマ割
りしたまんがを描けるようにします。

「連続するパターン」
（２年生）
包装紙やファブリックをイメージして、連続するパターン
をデザインします。
「描くこと」
「創ること」同じ目的意識をもった仲間で取り組む実習の授業は、皆の目も真剣そのもの。引き締まった空気の中で、集中

生徒作品ギャラリー

して制作に取り組みます。また、ちょっと苦手な科目も、将来に向けての大切な知識であると思えば、おのずと努力する気持ちも湧
いてきます。本校では、多くの仲間とともに情熱をもって目標に向かって取り組めるような環境づくりに心掛け、普通科目についても
基礎から徹底して復習を行いながら授業を進めていきます。苦手意識を解消するように努め、落ち着いた雰囲気の中で楽しく学び
ながら、社会に貢献できる人材の育成に力を注いでいます。

１年間の次週の成果を展示する本校最大のイベント！

生徒作品展・卒業制作優秀作品展

毎年２学期末に名古屋市東区の名古屋市民ギャラリー矢田で開催される本校の最大のイベント
である生徒作品展。１年間の実習授業の成果と、３年生の実習の集大成を各課題ごとにセレク
トし、一堂に集めて展示します。各実習の授業で制作する作品は、この生徒作品展での発表を
目標に制作を進めます。作品展が近づくにつれて各自の作品がどれだけ展示されるのか…。皆
ドキドキしながら発表の日を待ちます。
展示の準備から生徒が積極的に参加して、額装や梱包などを行います。展示作業にも力を入れ
て取り組み、作品展を作り上げて行きます。
保護者の方をはじめ、中学校や高校・大学の先生方などさまざまな方々にご覧いただき、評価
をいただいています。

思いを色と形で伝えたい。

〈３年生作品〉
好きなことを徹底して取り組むことができる。
しかし、そんな中にも厳しさはあります。課題の制作については、
期限厳守が原則。各学期ごとに最終期限を設けて提出率100％が進級・卒業の条件となっています。当然、課題
の内容についても厳しくチェックをして、一定の基準に達しないものについては、再度提出となる場合もあり
ます。毎学期末が近づくと、
より良い作品を提出するため、下校時刻まで居残って制作に励む者、自宅へ持ち
帰って深夜まで取り組む者など、各々が前向きに課題と向きあいます。また、美術鑑賞会やスケッチ会、作品
展の展示作業などを通じて、マナーや協調性を養います。
「計画的に物事を進める力」
「協力して取り組むこ
と」など、将来のクリエーターとしての基本的な資質を養っていきます。

「油彩画・静物」
（三年生）
３年生の絵画の授業では油絵の技法も学びます。
普段使用しているアクリルガッシュなどとは異な
り、オイルの使い方や独特のタッチや技法などを
習得します。

「イラストレーション」
３年生のイラストレーションの課題
では、与えられたテーマに沿って、モ
チーフに物語性を持たせて描いたり、
実際に描いたイラストを用いてポス
ターや装丁を制作したりと、応用の幅
を広げて表現を行います。
また、画面のサイズもB全判（728ミリ
×1,030ミリ）などの大作の制作も行い
ます。

生徒作品ギャラリー

「ミクストメディア」
（３年生）
絵の具だけでなく、
さまざまな素材を組み合わせてテーマに沿った
イメージを表現します。

「紙を素材にした頭像」
紙の可能性を最大限に利用して頭像を制作しました。表面の素材感や
色合いも紙本来のものを上手く利用して表現しています。

創造力を培う環境で新たな一歩を︒

このステージで学校生活が始まります。

地下１階、地上８階建ての校舎には、実習のための特別教室や多目的ホールなどの
設備が充実しています。また、各階の廊下には作品展示スペースが設けられ、全館

制服

がギャラリーのようで作品にあふれていて、まさに創造力を発揮するための空間と
して配慮された校舎となっています。
そして 2016 年度入学生から、制服もリニューアルしました。この新たなステージを

2016年度生から制服がリニューアルされました。
今まで以上にコーディネートの幅も広がり、
また通学
鞄や体操服も制服と合わせたトータルのデザインを
盛り込んだものになっています。

活用して、あなたの新しい創作活動をスタートしてください。さまざまな実習体験を
通じて技術を磨くことにより、きっと目標が見えてくることでしょう。
ブレザーは、男女それぞれ別の

8 階多目的ホール

部分にスクールカラーのえんじ
色のアクセントラインが配色さ
れています。
女子のスカートは、ピンク色の
チェックを配したボックスタイプ

６階平面実習室

８階には体育の授業や集会を行う多目的ホール
があります。多目的ホールを出ると、目の前は７
階との吹き抜けになっていて、広いガラス窓から
明るい太陽光が降り注いでいます。そして７階へ
のらせん階段が設置されています。

に仕上げてあります。

平面実習室は、主に平面構成やイラストレーションなど
のを制作するための実習室です。天板の大きな机です
から、大きなサイズの作品の制作にも対応できるように
なっています。また絵画・工作室では主に粘土や木材等
の素材を用いた立体作品の制作や、油彩画の制作を行
います。工作機械や銅版画のプレス機などの設備も備
えています。
夏服は、男子はノーネクタイで
着用できる襟と、ボタンホール
にえんじ色のアクセントを配

６階デッサン室

デッサン室は、石膏像やモチーフを囲んでの
デッサンやクロッキーなどを制作するための
実習室です。この教室では授業後も描写力の
向上や大学受験に備えてデッサンの練習をす
る生徒も多数います。

７階 Windows 室

Windows室では主にWordやExcelを用いて、
文書作成やデータの集計、
グラフ作成の方法
を学びます。

６階絵画・工作室

したシャツ、女子は、セーラー
型のオーバーブラウスです。
女子のオーバーブラウスは、半
袖の他、
長袖のタイプもオプショ
ンで用意されていますので、温
度調節も可能です。
制服の素材は、
瞬間で汗のにお
いを分解する瞬間消臭素材の
モフクリアを使用しています。

カーディガンでコーディネートの幅が広がります。
カーディガンは、ネービー、キャメル、
レッドの３色から好きなものを
選択してコーディネートすることができます。
また、女子はリボンの他、ネクタイも選択することができます。

各階段は階ごとにレインボーカラーで彩られています。

Interview

Macintosh室では主にコンピュータグラフィッ
クスの実習を行います。ペンタブレットを用い
てのイラストレーションの描き方の基礎につ
いても学びます。

中学校の復習から授業がスタートしたので、
学習面もスムーズに理解できるようになりま

７階 Macintosh 室

した。

１階ギャラリー

４階の生徒ホールには展覧会等の情報の掲示板
や飲料水の自動販売機が設けられています。昼食
時にはパンや弁当の販売が行われます。

４階生徒ホール

各階フロアの壁面には
ピクチャーレールが完
備されています。小さな
ギャラリースペースとなっ
ており、生徒の作品が常
に展示されています。

在校生からメッセージ

学校生活では、クラスの仲間と協力して物事

１階にはギャラリースペースが設置されています。
可動式の壁面を備え、スポットライトも完備されてい
ます。実習で制作した作品を常時展示しています。

を進めることが多くなり、苦手だった人との
コミュニケーションが克服されました。実習
の授業も友人と意見を交わしながら、とても
楽しく取り組んでいます。
２年生

校舎の向かいには芝生を敷いた運動場があります。
天気の良い日は体育の授業に使用します。

屋外グラウンド

安藤麗花 さん
実習の授業でさまざまな描き方のコツを学ん
だことで、画力が向上したと実感しています。
趣味が同じ仲間がたくさんできて、１年生の
サマーセミナーは本当に楽しい思い出となり
ました。
今後もさらなる技術力の向上を目指して、実
習に取り組み、専門課程に進んでデザインの
プロになれるように頑張りたいと思います。
２年生

清水雄斗 さん

卒業後の進路については、皆さんにとってとても重要な問題です。本校では３年間を通して一人ひとり
の適性に合わせた進路の選択ができるように、配慮して進路指導を行っています。
本校は進学者の割合が多いのが特徴です。デザインの専門分野での活躍を望むのなら、高等課程卒業後
は更に専門領域に絞り込んで技術や知識を習得することが不可欠です。本校には高等課程卒業後、２か
年の専門課程がありますので、各自の目標に合わせて専門課程の各科に進学し、通算５か年の一貫教育
を受ける生徒が多くいます。芸術系をはじめ大学への進学希望者については、入試に対応した実技の指
導や、普通科目についてもレベルアップが図れるように補習講座を実施しています。
学園のネットワークを最大限に利用して、進学や就職も広範囲に選択ができるような体制をとり、着実
に目標に向かって進んでいけるようにサポートしています。

同時卒業

あいち造形デザイン専門学校
専門課程へ進学

就職

■インターネットによる奨学金申請指導

●適性に合わせた
就職指導

■就職面接指導

就職指導担当教員とクラス
担任が連携を保ちながら、
生徒一人ひとりの「適性・
資質」、「希望職種」、「通
勤時間」など、あらゆる

進め︑プロフェッショナルへの道︒

面を考慮しながら「適材を
適所に」の方針で企業を斡
■進路説明会

旋していきます。

■進路説明会

［最近の主な就職先］

術を学べたことが今の自分に繋がってい

学ぶことができ、デザインに対する意識

（医）守山中央歯科医院
敷島製パン（株）

が大きく変わりました。将来は商品企画
に携われるような仕事につきたいと思い
ます。

（株）愛知キュービック
ビッグ測量設計（株）
（株）中日本

高等課程ではデッサンなどの基礎的な技

入学し、デザインが仕事と直結した形で

（株）竹野入工業

■美術系大学入試対策補習

5 か年の一貫教育

ると痛感しています。企画デザイン科に

自衛隊

■専門課程体験授業

本校専門課程には、
「グラフィックデザイン科」
「企画デザイン科」
「イラストレーション科」
「まんが科」
「造形デザイン科」
が設置され、各自の将来の目的に
合わせて専門分野を絞り込んで
スペシャリストとしての知識と
技術を学ぶことができます。

など

企画デザイン科 2 年在学中

宮 田 朋 美 さん

大学・短期大学
専門学校へ進学
［主な姉妹校進学先］
●大学・短期大学
愛知工科大学
愛知工科大学自動車短期大学 など

●専門学校
名古屋工学院専門学校
東海工業専門学校金山校
あいちビジネス専門学校
あいち福祉医療専門学校
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 など

姉妹校の大学・短期大学・専門学校へは優先入学
することができ、また入学金免除などの特典があ
ります。

過去４年間の大学・短期大学進学実績
名古屋芸術大学
名古屋造形大学
名古屋学芸大学
愛知産業大学
京都造形芸術大学 京都精華大学
愛知工科大学 中京大学 愛知大学
名古屋学院大学
愛知学院大学
中部大学
東海学園大学 愛知東邦大学
愛知工科大学自動車短期大学
名古屋柳城短期大学 など

中学校の頃からまんが家になりたいとの
思いを叶えるため高等課程に入学しまし
た。デッサン等、基礎から学ぶことで自

●平成29年度卒業生（93名）の進路は…？
将来、専門分野で活躍したい！と思って
いるのなら、まず良い課題を制作できる

その他（家事手伝い等）：9 名
就

よう、妥協をしないこと。デザイン・アー

10%
6%

職：６名

トの世界は、実力優先のとても厳しい世
界です。

大学進学：19 名

20%
8%
他の分野の専門学校：８名

56%

あいち造形デザイン専門学校
専門課程：52 名

本校でしっかりと基礎を身につけて、
プロのデザイナーやイラストレーター、漫
画家など、自分の目標を達成した先輩達
も多数います。努力は必ず報われる時が
来ます。自分を信じて、あなたもチャレ
ンジしてみませんか？

分に自信がつきました。進学に際しては

高等課程在学中、２年生、３年生と２年

迷いなく専門課程まんが科を選択。専門

に渡り生徒会に携わったことで、責任感

課程ではまんが一色の毎日でした。１年

が身についたことが大きな収穫でした。

生後半から卒業までに週刊ヤングマガジ

大学ではイラストレーションを学び、さ

ンの新人漫画賞で３度の受賞を果たしま

らに技術を向上させて第一線で活躍でき

した。今後はデビューに向けて、さらに

るイラストレーターになれるように頑張

作品に取り組んでいきたいと思います。

りたいと思います。

平成 29 年度 まんが科卒業

竹 本 裕 彰 さん

名古屋造形大学造形学部造形学科イラストレーションデザインコース
１年在学中

鬼 頭 葉 月 さん

専修学校高等課程（中学卒業対象）としてデザイン教育を行っている全国でも数少ない本校は、入学と同時
に高等学校通信制との併修授業を行い、本校卒業時には高等学校の卒業証書も得られます。また、美術系大

奨学金について具体的に知りたいのですが？

学をはじめ、専門課程への進学や就職など、努力次第でさまざまな進路を選択することができます。
１学年３クラスの小規模校ですから先生との距離も近くて、学習面や生活面での心配事についても気軽に相
談することができ、安心して学校生活を送ることができます。

●国の高等学校等就学支援金制度
および愛知県私立専修学校高等課程授業料軽減事業制度（愛知県在住者）（平成 29 年度参考）

専門学校と高等学校を同時に卒業できるのですか？

国の就学支援金に加えて、市町村民税の所得割額が所定の基準に該当する場合、本校授業料金額の範囲内で一定額の支援金が補助されます。なお、愛知県外にお住い
の方は、国の就学支援金のみとなります。

本校入学と同時に、全員が愛知産業大学工業高等学校通信制普通科（デザインコー

愛知県の支援金（月額）

国の支援金（月額）

5,250 円

24,750 円

30,000 円（＊）

市町村民税所得割額が 51,300 円未満の世帯
【年収 350 万円未満程度】

10,200 円

19,800 円

30,000 円（＊）

市町村民税所得割額が 154,500 円未満の世帯
【年収 590 万円未満程度】

5,950 円

14,850 円

20,800 円

市町村民税所得割額が 163,500 円未満の世帯
【年収 610 万円未満程度】

10,900 円

9,900 円

20,800 円

市町村民税所得割額が 271,500 円未満の世帯
【年収 840 万円未満程度】

5,700 円

9,900 円

15,600 円

9,900 円

9,900 円

所得基準

生活保護または市町村民税所得割額が非課税の世帯
【年収 250 万円未満程度】

ス）に入学することになります。高等学校の教科単位を学習しますので、本校卒業
時には高等学校の卒業証書も授与されることとなります。つまり、本校高等課程の
卒業証書と高等学校の卒業証書を手にすることになる訳です。
学習面や生活面でのサポートはどうなっていますか？
クラス担任による個別指導を行っていますので、学習面や生活面での指導は、家庭と
密接に連携を取り合って問題の解決に当たっています。

市町村民税所得割額が 304,200 円未満の世帯
【年収 910 万円未満程度】

問題が起きた場合、素早く対応することで退学率も低く抑えられています。また、各
学年３クラスの小規模校ですから、教員との距離も近くて、学習面や生活面の心配事に

（＊）法令で定められた支給額は月額 31,300 円ですが、本校の授業料月額が 30,000 円のため月額 30,000 円が
限度となります。

ついても気軽に相談することができます。

臨床心理士が
皆さんを
応援します！

本校では、実り多い学校生活をサポートするため、専門の臨床心理士が

●愛知県高等学校等奨学金制度（平成 29 年度参考：保護者が愛知県在住者）

心配事や悩み事の相談にあたっています。有意義な学校生活が送れる

保護者の所得等、一定の基準を満たせば、月額 30,000 円または 11,000 円が貸与

ように、生徒一人ひとりを優しくバックアップしています。

されます。

●特待生奨学金制度（推薦入学試験を受験した生徒が対象）
者を特待生として奨学金 24 万円（入学金及び教育充実費相当額）を支給する制

（愛知県在住者の場合。各都道府県において制度の詳細は異なります。）
高等学校等に通う低所得世帯の生徒が安心して教育を受けられるよう、一定の基準

度です。
●恒学基金奨学制度

高等課程卒業後、本校専門課程（２か年）に進学することにより、通算５か年の一貫

を満たせば教育費負担を軽減するための給付金がお住まいの都道府県から支給され

教育を受けることができます。専門課程では、希望者には短期大学通信教育課程を併

ます。支給金額は、年額非課税世帯は 67,200 円（15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がい

れます。

る場合は 138,000 円）
、生活保護（生業扶助）世帯は 52,600 円。

年額 10 万円又は 30 万円

修することにより、短期大学卒業資格も取得できます。専門課程卒業後は大学３年時
への編入も可能です。
また、本学園は大学・短期大学・専門学校・高等学校合わせて 12 校をもつ総合学園で
すので、さまざまな分野の学科を設置する姉妹校専門学校へ多くの生徒が進学していま
す。高等課程から進学する場合は、選考料・入学金が免除になりますので大変有利です。
●美術・デザイン系大学への進学サポート
本校では毎年多数の卒業生が美術・デザイン系の大学や短期大学に進学しています。普
段の授業で美術・デザインの基礎を学び、更に大学受験希望者に対しては、補習授業を
実施するなどして受験対策を行いますので、専門の予備校へ通うことなく、大学への進
学が可能となります。

●岐阜県選奨学生奨学金および岐阜県子育て支援奨学金制度
（平成 29 年度参考：岐阜県在住者）

者には補習を実施して、合格に向けてのサポートを行っていきます。
●文部科学省後援 色彩検定（公益社団法人 色彩検定協会）
色を扱う仕事のスペシャリストとしての知識を養います。主に３級、２級合格を目指
します。
●文部科学省後援 レタリング技能検定（公益社団法人 国際文化カレッジ）

返還：本学園を卒業後 1 年経過した日から 5 年以内

●姉妹校進学減免制度
本校高等課程へ入学後、電波学園各校の専門課程へ進学する場合には、専門課程
への入学金が全額免除され、大学または短期大学へ進学する場合には、入学金が

自宅通学者・・30,000 円または 47,000 円の中から選択。

減額されます。

自宅外および通学費高額負担者・・35,000 円または 52,000 円の中から選択。
申請生徒が第 3 子以降であること等、一定の基準を満たせば、月額 30,000 円貸
与されます。
●三重県専修学校高等課程修業奨学金（平成 29 年度参考：三重県在住者）
保護者の所得等、一定の基準を満たせば、月額 30,000 円が貸与されます。

電波学園学費サポート制度

〈その他の奨学金制度〉

電波学園の提携金融機関である株式会社オリエントコーポレーションまたは株式会社

母子、父子及び、寡婦家庭で年収入が一定基準以下の場合、貸付金制度が利用でき
ます。

資格・検定については、授業の中で基礎的な知識・技術を身につけた上で、受験希望

本学園の生徒で、進級する生徒を対象に、一定の条件を満たせば無利息で貸与さ

申請書類を提出し一定の基準を満たせば、以下の金額が貸与されます。

●母子寡婦福祉貸付基金

在学中にどのような資格・検定が取得できますか？

もっと知りたい AZD

〈本学園独自の奨学金制度〉
推薦によって入学する生徒で、向上心に富み、中学校の成績が優秀と認められる

●高校生等奨学給付金制度

高等課程卒業後、更に専門的な勉強がしたいのですが？

計（月額）

利息で貸与する制度です。詳しくは本校事務局までお問い合わせいただくか、下記フ
リーダイヤルまたはホームページでご確認ください。

●あしなが育英会
保護者が病気や災害等で死亡、あるいは著しい後遺障害のため働けない等で、
一定の基準を満たせば、貸付金制度が利用できます。

名古屋ボストン
美術館の
学校法人賛助会
の会員です。

セディナより、安定した収入のある方に対して、入学金・授業料・教材費等の納付金を有

本校は、名古屋市中区金山にある「名古屋ボストン
美術館」の学校法人賛助会の会員です。在学中の生
徒のみなさんは、生徒証明証を提示すればいつでも
入館でき作品鑑賞ができます。

《株式会社オリエントコーポレーション》
0120-517-325
http://orico.jp/gakusapo/
《株式会社セディナ》
0120-686-909
http://cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi̲loan/

文字のデザインの技術を養います。４級、３級、２級合格を目指します。
●グラフィックデザイン検定（全国工業高等学校長協会）
コンピュータ上で文字や写真、イラストなどを編集する技術です。３級、２級合格を
目指します。
●日本語ワープロ検定（日本情報処理検定協会）
ワードを使って、文書作成、表作成の技術とタイプのスピードの速さを養います。４級
から１級合格を目指します。
＊その他、実用英語技能検定、実用数学検定などにもチャレンジしていきます。
■ボーリング大会

■実習授業（描写）

■レタリング検定補習講座

