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御茶の水美術専門学校
デザイン・アート科	 3年制

高度デザイン・アート科※	 4年制

編入学	 2年

「ゼロからはじめてプロになる」の解説は、ZEROBOOK	1にあります。ぜひご覧ください。

※高度イラストレーション科から2018年4月より高度デザイン・アート科へ名称変更予定

ゼロからはじめて
プロになる

2015年度卒業生　古川	雅宏
◆卒業制作：kaori-mono	～the	incense	figures～
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分の能力を、誰にも邪
魔されず、密やかな楽

しみとして、育てていきたい。
そういったことは、誰しもが
思うことです。
でも、描くこと、創ることを
自分の中に閉じ込めておく必
要は、ありません。
それは、社会に役立てること
ができるのです。

描くことと
創ることが、
何の役に立つ
のだろうか？

自
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描くことで考える 描くことではじまる

ある力で、描いてみる。
そして考えてみる。「創

造性」は、そうやって身につ
けます。
絵にする、人に見せる。意見
を聞く、また考えてみる。少
しずつ、自分を見せていく。

今
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ることは楽しい。自由に創れると
もっと楽しい。「完成品」を目指

さない気楽さや、「見た目の良さ」にとら
われない自由さを手に入れてください。
前提をどんどん外してみると、できる
ことが増えます。できることが増える
と、楽しさもまた増します。この広が
りが、創造性を磨くことに繋がります。

どんどん創ってみる
クオリティーを
気にせずやってみる

創
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造性が、絵が上手な人、
器用に物が作れる人の

ものだ、というのは間違いで
す。誰しもが、形にすること
で楽しく学ぶことのできるも
のです。画期的な実践がOC
HABIにあります。
考えるだけではありません。た
だ手を動かすだけではありま
せん。創造性を高める発想法
と表現技術を同時に学びます。

「ブリコラージュ」の実践
ありあわせの物、寄せ集めで思い浮かんだこ
とを素早く形にする、この制作手法を「ブリ
コラージュ」と呼んでいます。元は、フラン
ス語の動詞“bricoler”に由来しています。

何かを創るときに、上手さを気にすると尻込
みしてしまったり、完成度を気にすると作業
に沢山の時間を使ってしまったりします。こ
れでは、作った数、考えた量の両方が減り
「創造性」の学習が効果的ではありません。

「考える」「形にする」を高速に、大量に行な
うことで、自分にしか無い「創造性」を発見
し、「個性」を見出すことができるのです。
「オリジナリティ」の発見がそこにあります。

「ブリコラージュ」の実践は、「創ることの楽
しさは誰にでも開かれている」が根底に流れ
ています。不器用だから、下手だからと、諦
める必要はまったくありません。

今ある
そのままの力で
学べる

創
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QA例えばイラスト、キャラクター制作、漫画、アニメ、
グラフィックデザインなどやりたいことが決まってい
るなら、それだけを学べばいいし、そちらのほうが効
率的だという考えがあります。でも、その身につけた
スキルが将来の職業に役立てられる物なのかはわかり
ません。なぜなら、細分化されたスキルの競争は激し
く、勝者は一握りだからです。
OCHABIは、3年間、または4年間で「創造性」を身
につけ、自分の強みを発見する学習があります。
スキルの競争が無いと言っても、「創造性」は、簡単に
学べるものではありません。多くのトライ・アンド・
エラーの繰り返しがあります。沢山の模索の中で、自
分の輪郭を少しずつはっきりさせていくような地道な
学びです。自分の強みを知るのは、たやすいことでは
ありませんが、それを知ることは、楽しみを見つける
ことでもあり、自信につながることです。スキルも当
然学びますが、それは「自分に何が必要なのか」の問
が先にあります。自分の創造性と向き合い、必要とな
るスキルを学ぶ、こういった学習機会を前提としてい
るので、OCHABIは科を細分化していません。

なぜ
			OCHABIは、
科が細分化
されていない
	のか？

ザイン・アート科（3年制）と、高度
デザイン・アート科※（4年制）の2科

のみです。この学校は、デザイン・アートを
総合的に学ぶ専門学校です。
ここでの学びは、あらゆる仕事・職種に適合
できるものであり、だからこそ細分化してい
ません。「将来を限定的にしない」ことを大切
にしています。

デ

※	高度イラストレーション科から2018年4月より高度デザイン・アート科へ名称変更予定
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デザインとアートを
学んだ
私たちは
何になれるのか？

ザイン・アートを学ぶ
と、将来が苦労ばかり

で就職口もないという考えは、
ずっと昔からある無理解です。
OCHABIでの学びは、自分の
制作を通して、問題を解決す
る能力や、高度な実務力、実
現力を養うので、あらゆる仕
事に役立てられると考えてい
ます。

デ

2015年度卒業生
柴原	花香
◆職業：
　エディトリアルデザイナー
◆卒業制作：
　美味しいは楽しい
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にして、考えて、自分を見せていく。企業からの出題※に答える
OCHABIのカリキュラムは、あなたの創造性と社会をつなぎます。

自分を出していくということはむずかしい。でも、できることから
少しずつ、で十分です。それが「やりたいことが社会化する」第一歩
です。

絵

社会に活かそう

2015年度卒業生
小島	響
◆職業：販売職
◆卒業制作：weekly	＋

※実際の課題はZEROBOOK2を参照してください。
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分の活かし方を見つけ
るのは、簡単なことで

はありません。課題は毎回違う
ので、役立て方も変化します。
そういった中で成功や失敗を
経験して、初めて活かし方を
発見することができるのです。
3年間、4年間の積み重ねがと
ても重要です。

自

自分を活かそう
2015年度卒業生
髙野	麻由
◆職業：進行管理兼デザイナー
◆卒業制作：欠いた夜
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一人ひとりと
向き合う学校

きたい」「創りたい」
そういった思いを、上

手と下手の競争としてあおり、
一部の勝者だけが生き残れば
よいという考え方をOCHABI
はしていません。
個人の能力は、技巧の優劣だ
けで決まるのではありません。
だれにもない発見や視点を大
切にして一人ひとりの最善を
考え、向き合っています。

「描

2015年度卒業生
荒井	沙紀
◆職業：デザイナー
◆卒業制作：366	PRESENTS
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キャリアが
変化する時代 キルだけを特化しても、そのスキルが機械に取って代わってしまえば役立てる

ことができなくなります。どんどんと置き換えられていく時代がやってきてい
ます。今まで仕事としてきたことが仕事でなくなる、無かった仕事が現れる。この変
化のスピードは日々増しています。
一つの仕事を長く続けるということはより難しくなり、変化は否応なく訪れます。こ
の「キャリアが変化していくこと」を前提として、何を学ぶべきかを実践しています。

ス

2015年度卒業生
河内	彩子
◆職業：デザイナー
◆卒業制作：リルロ
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今の社会に
必要とされる能力

い視野を持って前提を疑い、別の道を探る。斬新なアイディア
をビジュアルで示す。不明瞭な実態に対して挑戦する意欲。

これらの全てが、OCHABIでの実践です。正解のない問題に対して、
真摯に取り組む能力は、今、社会に必要とされています。

広

2015年度卒業生
吉富	友希
◆職業：デザイナー
◆卒業制作：
　色呼吸～がんばることをやめてみる～
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CHABIで の 学 び は、
ただやりたいことだけ

をやる、そういった社会に出
るための猶予期間的な発想で
はなく、今、社会と向き合う
ために必要なカリキュラムの
集合です。
「好きなことが活かせる」この
最善のキャリアを獲得するた
めの努力に私たちは惜しみな
く力を注ぎます。

O

社会に出ることを
考えよう
自分の

キャリアを
考えよう

2015年度卒業生
原	智那
◆職業：キャラクターデザイナー
◆卒業制作：レムの彼方
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（有）アーテン
（株）RNA
（株）アイ・エム・ジェイ
ICON	creative
（株）アイデアスケッチ
（株）揚羽
（株）アドグローブ
（株）アドブレーン
（株）あとらす二十一
（株）イーター
（株）イトーキ
AKQA
（株）エイコー
NHN	PlayArt（株）
（株）オイコーポレーション
（株）近江兄弟社
（株）ALL	RIGHT
（株）岡村製作所
尾道帆布（株）
（有）カイカイキキ
聞き鞄
（株）キデイランド
ギャラリーチフリグリ
（株）求人ジャーナル
共立印刷（株）
クツワ（株）
（株）暮しの手帖社
KLab（株）
グリー（株）
（株）グリーティングライフ
慶昌堂印刷（株）
（株）Cygames
（株）サン・スタジオ
（株）サンリオ
GMOメディア（株）
ジーク（株）
6waves（株）
（株）Silbird
（株）翠光舎
スポロガム

（株）セガ・インタラクティブ
（株）タイトー
（株）タカラトミーアーツ
（株）TYOテクニカルランチ
（株）ディー・エル・イー
東京藝術大学大学院（進学）
東京リスマチック（株）
（株）ドリコム
（株）ナルミヤ・インターナショナル
（株）博報堂
（有）バナナグローブスタジオ
（株）バンダイ
BEAVER
Fashionsnap.com
（株）ファミリーマート
（株）フィアロコーポレーション
（有）フィッシュグローヴ
（株）フォトワークス
（株）フロム・ソフトウェア
（株）文藝春秋
（株）ベイブリッジ・スタジオ
（株）ベイワークス
（株）ベスト
（株）ホビージャパン
（株）本田技術研究所
（株）マウスコンピューター
マシェリスタジオ
（株）マッシュルームデザイン
（株）丸井グループ
マルマン（株）
（株）METROCITY	JAPAN
（株）moooks
（株）モスダイニング
（株）モンタージュ
ヤフー（株）
（株）ヨウジヤマモト
（株）ラッシュジャパン
（株）良品計画
（株）りらく
レッドルースター　他

過去の進路実績 活躍する卒業生

◎コンピュータアニメーター

ディズニーのテレビアニメシリーズ
「アバローのプリンセス	エレナ」に
登場するキャラクターの動きをつけ
る仕事をしている、バンクーバー（カ
ナダ）在住の坂田さん。
絵を描くことが好きで漠然とクリエ
イティブ系の仕事がしたいと考えて
いた高校時代から、映画の本場で働
きたいと海外へ挑戦し、実現させた
現在までのお話しをお聞きしました。
➡	インタビューは本校WEBサイト
よりご覧いただけます。

坂田	拓也
ICON	creative（バンクーバー）

◎グラフィックデザイナー

中国から日本へ留学し、現在はソー
シャルゲーム「ダンまち―クロス・
イストリア―」等を手掛ける会社で、
ゲームバナーやゲームUIのデザイン
を担当している楊さん。
親に反対され、たくさんの失敗をし
ながらも、あきらめずにチャレンジ
し続け「絵に関わる仕事がしたい」
という夢を実現させたお話しをお聞
きしました。
➡	インタビューは本校WEBサイト
よりご覧いただけます。

楊	靖
株式会社Silbird
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▶写真は、「学生創造市場」
学生による、インターネット
販売のための見本市

ゼロからはじめて
プロになる

学びと進路
ZEROWORK

HP		ochabi.ac.jp/senmon/

Facebook		www.facebook.com/ochabi.senmon

Twitter		@Event_OCHABI

Instagram		senmon_ochabi

ZEROZEROWORK

体験授業「ゼロゼロワーク」
普段の授業を短時間に凝縮して皆様に公開しています。複
数の授業を開講していますので、気になるものに参加して
みてください。また、保護者の方とのご参加もお勧めして
います。これから目指す目標を一緒に共有することは非常
に重要です。保護者の方は最高のサポーターですから。

学生作品・企画展
「プレゼンテーション」「卒業制作」
年間4回に及ぶ作品・企画展を開催します。自身の制作の
参考にぜひ見に来てください。

通常授業見学会
いつもの学校、いつもの授業を見ることができます。

個別相談
他のイベントとあわせてもご活用頂けます。お悩みの点や
不安な点などありましたら、こちらで解消してください。

WEBサイト
OCHABIの毎日を講師や学生が記者となって日替わりで情
報発信しています。学生のキャンパスライフや、講師から
の役立つ情報など、見どころ満載です。

OCHABIの授業は経験を問いません。
成長を体感できるプログラムを用意しています。

体験授業、見学、相談
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