
日学・黒板アート甲子園2020（黒板部門）日学・黒板アート甲子園2020（黒板部門）最優秀賞に輝きました！最優秀賞に輝きました！

作品名 「懐かしい未来」
好文学園黒板アートAチーム

ボッティチェリの「春」をオマージュし
いつもの楽しく気持ちも踊るような春の日常を表現

作品名 「刹那」
好文学園黒板アートBチーム

黒板アートを初めて描く
生徒が中心となって制作 

最優秀賞

さらに
審査員特別賞も
受賞の快挙！

さらに
審査員特別賞も
受賞の快挙！
審査員特別賞

好文学園では2年前から
生徒中心で取り組みはじ
めました。毎年「黒板アー
ト甲子園」に挑戦したり、
いろんな場所でライブペイ
ンティングを行ったりして
います。

ダブル受賞！！

今年も特別賞を受賞！ 第44回全国高校総合文化祭（WEB開催）
美術・工芸部門 立体分野　出品

作品名「揺れる」
3年　池田 澪

（堺市立殿馬場中学校出身）
作品名「漁撈」

3年　池田 澪 （堺市立殿馬場中学校出身）

作品名「水月」
3年　川戸 祥帆 （大阪市立喜連中学校出身）

第40回近畿高校総合文化祭（WEB開催予定）
美術・工芸部門 平面（版画）分野　出品

作品名「おはよう！」
3年　浦田 小百合

（神戸市立鷹匠中学校出身）好文学園女子高等学校  　〒555-0013　大阪市西淀川区千舟3-8-22

大阪府知事賞

大阪市教育委員会教育長賞

黒板アート甲子園では
ダブル受賞！！

特別賞 ３つのコースからなる
メディア芸術エリア あなたの個性とスキルを好文学園で伸ばし、未来につなげよう！あなたの個性とスキルを好文学園で伸ばし、未来につなげよう！好文学園 未来

デザイン美術コース　マンガ・アニメーションコース　卒業後の主な進路（2015年度～2019年度）

愛知県立芸術大学 京都芸術大学 京都精華大学 大阪芸術大学
嵯峨美術大学 神戸芸術工科大学 成安造形大学 関西大学
龍谷大学 近畿大学 京都産業大学  など多数　

芸術系のみならず、
有名文系私立大学への
受験対策も行っています！

夢の実現に向けてきめ細かくサポート

大手出版社による作品添削会を行
います。プロからアドバイスをいた
だき、その場で担当がつくことも!  
大学・専門学校と連携し、指定校
推薦はもちろん、手厚いサポート
体制を整えています。

映像制作について基礎から
応用まで体系的に学ぶ

Web動画やプロモーションビデオ
などの映像を制作するため、写真・
ビデオの撮影方法やCG素材の
作り方など、映像編集の基礎から
特殊効果に及ぶまでの必要なスキル
を学びます。

未経験者でも安心の
丁寧で手厚い専門指導

デザイン、絵画、立体工芸、イラスト
レーションといったさまざまな
分野を基礎から学習。
Illustrator、Photoshopの基本操作
を習得し、クリエイターとして必要
な技術と独創性を養成します。

アニメからCG合成まで
総合的な映像制作技術を習得

ペンタブレットを使ったイラスト実習
を出発点に、手描きアニメを制作
します。さらに映像合成や特殊効果
も学び、アニメ制作に不可欠な音源
作成やアフレコ実習にも取り組み
ます。

音声の収録から楽曲制作まで
音源制作の基本を学ぶ

映像作品の大切な要素である「音
（サウンド）」についても基礎から
学びます。ナレーション、効果音、
BGMなどの録音方法や楽曲制作
を多岐にわたって学習し、表現の
幅を広げていきます。

美術系大学合格に向けた実技補習

希望者には放課後に「実技試験
対策補習」を実施します。デッサン
補習をはじめ、志望校に合わせて
個別スケジュールを組み、美術系
大学合格のためのスキル向上を
バックアップします。

マンガ関連賞等の受賞、
雑誌掲載の実績は日本一

マンガやアニメを基礎から学び、
プロとして活躍するためのスキル
を身につける、全国でも珍しい
コースです。これまでに100名以上
の在校生・卒業生に雑誌の担当
編集者がついています。

Webデザインを学び
情報発信のスキルを磨く

Webサイトの構成やレイアウト、色
合い、写真などのグラフィックスの
配置を決めてページを作り上げる
Webデザインに加え、Webページ
への理解を深めるためコーディン
グも学びます。

充実した特別授業

芸術系大学・短大・専門学校との
連携授業、プロのモデルによる人物
クロッキー会、展覧会見学ツアー
など、本物の芸術に触れられる
プログラムを多数実施しています。

デザイン美術コース マンガ・アニメーションコースメディアクリエイターコース
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優秀賞

奨励賞

大阪府知事賞 大阪市教育委員会教育長賞

「交差」●

3年　青木 静香
（大阪市立阪南中学校出身）

「漁撈」●
3年　池田 澪

（堺市立殿馬場中学校出身）

「水月」●
3年　川戸 祥帆

（大阪市立喜連中学校出身）

「夢見る望遠鏡」●

3年　瀧井 ひかり
（川西市立川西南中学校出身）

「Antarctic star」●

3年　高森 美桜
（大阪市立今市中学校出身）

「光」●

3年　張 楚軒
（留学生）

「無邪気だったあの頃に」●
1年　北惠 志歩

（西宮市立学文中学校出身）

「蒼い日」●
3年　木下 未来

（大阪市立今津中学校出身）

「醜悪」●
3年　高山 由希

（大阪市立東淀中学校出身）

「色彩」●
3年　中村 萌々子

（大阪市立茨田北中学校出身）

「森の郵便屋さん」●
1年　橘髙 来夢

（神戸市立葺合中学校出身）

「ただいま」●
2年　笠置 朋花

（西宮市立鳴尾中学校出身）

「THE SECRET」●
2年　三木 ひなた

（西宮市立甲陵中学校出身）

「帰ってくる前に、、、」●
3年　浦田 小百合

（神戸市立鷹匠中学校出身）

「シキソウカン」●
3年　勝部 夏音

（大阪市立佃中学校出身）
「争い」●
3年　是恒 里奈

（八尾市立龍華中学校出身）

「不思議の国のアリス」●
3年　西村 春香

（大東市立諸福中学校出身）
「水中夢世界」●
3年　平野 早悦

（神戸市立鷹匠中学校出身）

「煩悶の日常」●
2年　荒井 美和

（伊丹市立南中学校出身）

「誘い」●
1年　犬伏 陽香

（西宮市立学文中学校出身）

「Choice」●
2年　清水 里佳子

（和泉市立光明台中学校出身）

「心のいやし」●
3年　大西 似奈

（大阪市立東淀中学校出身）

「昭和と令和を比較したら？」●
3年　伊藤 花

（大阪市立三国中学校出身）

「TOWA」●
3年　末吉 美乃里

（大阪市立新北野中学校出身）

「食物アレルギー」●
3年　濱本 綾乃

（大阪市立新東淀中学校出身）

「良ゐ娘ヤコロリ」●
2年　麥田 はな

（西宮市立鳴尾南中学校出身）

「心の本体」●
3年　射場 仁美

（大阪市立大正東中学校出身）

「25時」●
3年　岡本 紗弥

（伊丹市立天王寺川中学校出身）

「多幸多福」●
3年　田浦 渚紗

（大阪市立東淀中学校出身）

「キラキラ」●
3年　寺井 彩花

（大阪市立新北野中学校出身）

「瞬き」●
3年　濱本 綾乃

（大阪市立新東淀中学校出身）

「千姿万態」●
3年　伊藤 花

（大阪市立三国中学校出身）

「魅力」●
3年　福田 愛香里

（四條畷市立四條畷西中学校出身）

「15階」●
2年　濱田 瞳

（大阪市立高津中学校出身）

「一条の光明」●
2年　笠置 朋花

（西宮市立鳴尾中学校出身）

「Antique shop」●
2年　向川 彩未

（大東市立南郷中学校出身）

「またいつか」●
2年　三木 ひなた

（西宮市立甲陵中学校出身）

「何見てるん？」●
2年　鈴木 波音

（西宮市立鳴尾中学校出身）

「遊泳」●
2年　熊田 美愛

（西宮市立浜脇中学校出身）

「深閑」●
2年　荒井 美和

（伊丹市立南中学校出身）

「巡りくる時間と最後」●
2年　中村 仁美

（三田市立ゆりのき台中学校出身）

「時の旅行」●
2年　小田嶋 あか里

（草津市立玉川中学校出身）

「夢ノ浪漫」●
2年　麥田 はな

（西宮市立鳴尾南中学校出身）

「浮遊感」●
2年　野田 小桜

（尼崎市立塚口中学校出身）

「ぴょん」●
2年　鈴木 波音

（西宮市立鳴尾中学校出身）

第 6 9 回 大 阪 私 学 美 術 展 　 好 文 学 園 受 賞 生 徒 作 品
● =絵画部門 ● =イラスト部門
● =デザイン部門 ● =版画部門
● =立体部門 

● =絵画部門 ● =イラスト部門
● =デザイン部門 ● =版画部門
● =立体部門 

優秀賞

20作品
奨励賞

25作品
在籍生徒の力作です！

デザイン美術コースデザイン美術コース
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