
コンピュータ

デザイン科

沖縄県立美来工科高等学校



「物心一如」
心が動けば物は生きる。

「協力一致」
学校が一致した考えを持ち、学級が仲良くするなら、すばらしい力が生まれる。

「謙虚な心」
謙虚な気持ちで先達の知識を教わり、それを更に発展させ、子々孫々に伝える。
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Adobe Illustrator( デザインソフ
ト ) を活用した実習などの体験的
な学習活動を通し、情報コンテ
ンツを製作するうえで必要とな
る情報デザインに関する基礎的
な知識と技術を習得させ、適切
かつ効果的に活用することがで
きる実践的な能力と態度を育成
する。

情報デザイン 
Microsoft Word( 文書作成 )、
Microsoft Excel( 表計算ソフト )、
Adobe After Effects( アニメー
ション作成ソフト ) や adobe 
Photoshop( 画像編集ソフト ) な
どのソフトの基礎的な実習に関
心を持ち技術の習得に対して意
欲的に取り組んで、各専門分野
に関する技術を実際の作業を通
して総合的に習得させ、情報技
術の革新に主体的に対応できる
態度を育てる。

マルチメディア実習
高度情報通信社会といわれる世
の中で生活する中で、自分にとっ
て必要な情報を適切に収集し、
それらの信憑性を判断する態度
や能力を身に付ける。さらに、
文字、画像、映像や音声などの
情報を、目的に応じて自ら加工
し、あるいは新しい情報を創造
して発表・発信する能力も育成
する。

情報の表現と管理
HTMLと CSS のプログラミング
言語でWebページをどのように
して表示されるのか、見やすい
Webページとは何かを考え制作
する上で必要となる基礎的な知
識と技術を習得させるとともに，
適切かつ効果的にWebページを
活用することができる実践的な
能力を育成することである。

Web デザイン 
情報科と情報産業が現代社会に
どのように影響し、どのような
変化をもたらしているかを理解
する。情報技術者として情報に
関する幅広い視野を身につけ、
情報活用能力を習得させ、情報
産業の発展に寄写する能力と態
度を育成する。情報産業に関連
する法規やモラルにも通じてい
て、これを守るという態度も身
に付ける。

情報産業と社会 
授業内容

年学習紹介１
一部の授業で制作した作品を紹介せます
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生徒作品

情報デザイン /文書デザイン

マルチメディア実習 /アフターエフェクト

情報デザイン /アマビエステッカー

情報デザイン /ステッカー

情報デザイン /ピクトグラム 情報デザイン /ロゴタイプデザイン

Webデザイン /オリジナルサイト

 

沖縄市コザ運動公園 

 
トレーニングジムの魅力 
沖縄市コザ運動公園にトレーニングジムが

あるのをご存じですか？入場料は１人２時

間につき、中高生 150 円、大学生・一般 300

円という低価格でジムにかよえます。 

機材が 40 種類を整っている涼しい空間で運

動を楽しめます。 

筋力強化運動器具等、休憩室、シャワー室、

多目的トイレが備わっています。 
 

コザ運動公園 
コザ運動公園は沖縄市にある総合運動公

園で、プロスポーツの試合を観戦でき、沖

縄全島エイサー祭りの会場でもあり、誰で

も気軽に通えて楽しめるところです。トレ

ーニングルーム以外にも9か所の運動施設

もあるので、ぜひ来てみてください。 



コンクール、高校野球県大会ポ
スターなどの作品制作を自発的
な活動を促し、てコンピューター
によるデザインの考え方やアイ
ディアの出し方を学ぶとともに、
ソフトウェアの理解を深める。
グラフィックデザイン検定の取
得に向けて、情報を収集・表現
し活用する能力、創造的な思考
力や表現力なども育成する。

情報デザイン 
GarageBand を使用したDTMの
自習、Blender を使用した３DCG
制作、Illustrator を使用したグッ
ズ制作、HTML・JavaScript を使
用したプログラミングの自習を
４グループのローテーションで
行う。各専門分野の技術を作業
を通して総合的に習得させ、情
報技術の革新に主体的に対応で
きる態度を養う。

マルチメディア実習
デジタル映像祭作品制作学習に
向けてのキャラクター・ストー
リー・絵コンテの制作を通して
その基本的な知識と技術の習得、
メディアコンテンツの制作促進
や、デジタル映像クリエイター
の活用化、今後の苦手人材育成
につなげる。表現力を伸ばし、
アニメ―ジョンソフトの活用能
力を養う。

情報コンテンツ Webデザイン 
ハードウェア（コンピューター
の構成、進数計算、周辺装置）・
ソフトウェア（OS、アプリケー
ション）・情報システム（情報シ
ステム、ネットワーク、データ
ベース）の基本的な知識と技術
を理解する。１年の情報産業と
社会で習った知識をより深く、
専門的に学ぶ内容になっている。

情報テクノロジー 
授業内容

アクリルキーホルダーや産業教
育フェアポスターの制作から各
メディアの目的に応じて表現メ
ディアの編集と表現に関する基
礎的な知識と技術を習得させ、
実際に活用する能力と態度を育
て、それらを実際に活用できる
ようにする。

表現メディアの編集と表現
Webサイトの企画・制作・デザ
インに関する基礎的な理解と、
Webページ制作に知識を利用す
る能力を育成する。CSS の基本的
な書き方や言葉の定義、代表的
なプロパティを実際にコードを
書きながら、Webサイトにとっ
て CSS がどのような役割を担っ
ているのかを理解させる。
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年学習紹介２
一部の授業で制作した作品を紹介せます
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生徒作品

Webデザイン /迷路ゲーム

課題研究 /缶バッチ

マルチメディア自習 /マグカップ
情報デザイン /文書デザイン

表現メディアの編集を表現 /POP コンテスト

情報コンテンツ /映像祭



ニーズのある商品デザインを行
うためにはどのような観点から
デザインをしていかなければな
らないのか、などの消費者の視
点からの商品デザインをオリジ
ナルロゴや会社のブランドの作
成を通して学ぶ。

商品デザイン 
これまでに学んできた知識と技
術の深化、総合化を図るととも
に、新しい知識と技術を習得さ
せる。課題研究作品を制作を通
して、自らの進路意識の啓発や
勤労観・職業観を育成し、さら
に対人間関係の大切さや強調性
を理解する。

マルチメディア実習
下書きや絵コンテの制作、音楽
制作などの表現活動を通じて、
マルチメディアによる伝達効果
とその特質について理解させ、
作品を構成し企画する実践的な
能力と態度を養う。文字、音声、
画像、動画等などのマルチメディ
ア表現において必要なソフト
ウェアやハードウェアを適切に
選択し、活用をする。

情報コンテンツ
HTML、CSS、JavaScript に加え、
PHP 言語を使ったWebページの
制作を通し、データベースの構
築と基本操作を学ぶとともに、
情報発信をインターネット上で
行うときの、著作権やネチケッ
ト、ネットモラルについて理解
し、高度情報社会における重要
さを認識する。

Web デザイン 
表現に用いられるメディアの種
類と特性に関する基礎的事項を
理解し、さまざまなメディアを
組み合わせた情報コンテンツ制
作やコンテストに応募すること
で、表現や技術の向上を育成す
る。

表現メディアの編集と表現 
授業内容

生徒作品

商品デザイン /T シャツ

商品デザイン /T シャツ

商品デザイン /コーポレートロゴ

表現メディアの編集と表現 /かりゆしウェア

表現メディアの編集と表現 /デジ絵コンテスト

表現メディアの編集を表現 /各科ロゴ 情報コンテンツ /映像祭

年学習紹介３
一部の授業で制作した作品を紹介せます
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機械 教室

コンピュータ室 調整室 課題自習室

３Dプリンター マルチメディア室

情報応用室

レーザー加工機

ヒートプレス機

設備紹介

3D プリンターは材料を 1層 1層積み上げて
いくことで、高さのある造形物を出力します。

マルチメディア室にはDell のパソコンが設置
されています。Webデザインやmicrosoft の 
アプリでの作業するためによく使用されます

熱転写シートに熱を加え、プレスをかけるこ
とで同士をくっつけ、冷めると完全に一体化
されるという仕組みなのです。

レーザー加工機はレーザーで加工するため、
素材に非接触で加工することが可能です。 柔
らかい素材、薄い素材などに優れています。

情報応用室にはMac のパソコンが設置され
ています。Adobe のソフトで作業するため
によく使用されます。
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1 月
2 月
3月
4月
5月

6月

7月
8月
9月
10 月
11 月

12 月

文

CG-ARTS 検定・色彩検定

CG-ARTS 検定・色彩検定

日本情報処理検定

日本情報処理検定

日本情報処理検定

日本情報処理検定

ICT プロフィシエンシー検定試験

情報処理技能検定試験　表計算CGクリエイター検定

情報処理技能検定試験CGエンジニア検定

文書デザイン検定試験WEB デザイナー検定

ホームページ作成検定試験画像処理エンジニア検定

プレゼンテーション作成検定試験マルチメディア検定

日本語ワープロ検定試験

CG-ARTS 検定

日本情報処理検定

　総合的な ICT 活用能力を問う資格試験

　入力データを基礎に表を作成し、さらに
処理条件に従ってグラフなどを作成する技
能を問う試験

　デザインや 2次元 CGの基礎から、映像
制作の基本、 モデリングやアニメーションな
どの 3次元 CG制作の手法まで、表現に必
要な多様な知識を測る

　データベースから必要なデータを抽出・
加工処理し、レポートを作成する技能を問
う試験

　アニメーション、映像、ゲーム、VR、AR
アプリなどの、ソフトウェアの開発やカス
タマイズ、システム開発を行うための知識
を測る

　処理条件に従って画像を図形を配置し、
出力例・レイアウトを参照し、文章を作成
する技能を問う試験

　コンセプトメイキングなどの準備段階か
ら、Webページデザインなどの実作業、テ
ストや評価、運用まで、Webデザインに必
要な多様な知識を測る

　処理条件に従って作成ページ例とレイア
ウトを参照し、ホームページを作成する技
能を問う試験

　工業分野、ロボットビジョン、交通流計測、
バーチャルスタジオ、画像映像系製品など
のソフトウェアやシステム、製品などの開
発を行うための知識を測る

　条件処理に従ってアニメーションをグラ
フを挿入し、プレゼンテーション資料を作
成する技能を問う試験

　マルチメディアに関連するディジタルコ
ンテンツ、情報技術の基本的な知識と、日
常生活や社会へのマルチメディアの応用に
ついて、幅広い知識を測る

　問題文に従って正確な文字を入力する技
能と、ビジネス文書を作成する技能を問う
試験

専門資格 主な進学・就職先

株式会社ティーダワークス
株式会社ドラッグストアモリ

株式会社奥原商事
沖縄森永乳業株式会社

沖縄ハム総合食品　株式会社
株式会社 サンエー
イオン琉球 株式会社
株式会社　永昌堂印刷

株式会社　りゅうせきフロントライン
株式会社 大栄コンサルタン

株式会社 すこやかホールディングス
　株式会社　アイ・オーダー

大学　県内

専門学校　県内

大学　県外

専門学校　県外

就職

沖縄国際大学
沖縄女子短期大学
沖縄県立芸術大学
名桜大学

沖縄キリスト教短期大学

広島国際大学
玉川大学
岐阜女子大学
岐阜大学

国際電子ビジネス専門学校
ソーシャルワーク専門学校
サイ・テク・カレッジ美浜
専門学校日経ビジネス
　縄ラフ＆ピース専門学校

インターナショナルデザインアカデミー
沖縄ブライダル＆ホテル観光専門学校

沖縄職業能力開発大学校
専門学校日経ビジネス

　スターウッド BeB 美容専門学校
SOLA 沖縄保険医療
沖縄統合医療学院

サイ・テク・カレッジ美浜
　尚学院国際ビジネスアカデミー
総合学院ヒューマンアカデミー那覇校

日本工学院専門学校
仙台保健福祉専門学校
東京デザイナー学院

HAL 大阪
東京スクールオブミュージック専門学校
　北海道メディカル・スポーツ専門学校

東京デザイン専門学校
日本工学院八王子専門学校
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過去５年間
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就任式
始業式
入学式

新入生歓迎スポーツ大会
中間テスト

期末テスト

体験入学

校外学習

1学期終業式

2学期始業式

夏休み

工科祭
期末テスト

3学期始業式
3年生を送る会

学年末考査

校内陸上競技大会
2学期終業式

卒業式
修了式 離任式

中間テスト
体験入学

ハロウィンパーティ

年間行事

４月

５月

６月

10月

11月

12月

７月

８月

９月

１月

２月

３月


