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◆制作概要

テーマ：
オリジナルキャラクターが登場する
架空のゲームのファンブックの制作

タイトル：
ユメノアと旅するホシノイロ
キャラクターガイドブック

内容：
冊子に必要な立ち絵９体とイラストを制作し
実際に製本する

使用ソフト：clipstudio、Photoshop、Illustrator

これまでの自分の創作についてのまとめと、
製本のやりかたを経験しておきたかったのでこの内容になりました。

「それっぽく」を大切に、実際にゲームとしてあるとした
場合に作られそうなグッズを制作しました。

卒業制作



冊子制作 -立ち絵 -

プレイヤーの視点となる主人公その１です。
これまで学んだことで、自分の強みは色と光のこだわり

だと感じました。それを生かし、実際のゲームの立ち絵を見て
立体感のある立ち絵になるよう意識しました。また、
左右反転しても不自然にならないよう意識しました。

女主人公
イメージカラー：青
制作時間：13時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

白い少年を守るために行動する主人公その２です。
装飾の少ないキャラだったので、他の男性キャラとシルエットが

被らないようにベルトを追加したり、手の動きで個性を出しました。
キャラの性格上キャラのポーズ案が前屈みに

なりがちだったので、ポーズより表情で表現しました。

男主人公
イメージカラー：赤
制作時間：14時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

男主人公の行動目的になる白い少年です。
最初は正面気味で立ち絵を描いたキャラでしたが、

他のキャラクターに合わせて横向きに描き直しました。
白色がイメージのキャラですが、

環境光で色々な色が見えるような表現にしました。

白い少年 /シロ
イメージカラー：白
制作時間：10時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

主人公たちを導く案内役の魔女です。
今回描いた中で等身とポーズのバランスが難しかったキャラです。

幼くても足が細すぎないように描きました。
手の謎ポーズは私も謎です。

指先まで力が入っているイメージでした。

魔女
イメージカラー：水色
制作時間：８時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

魔女の取り巻き兼お助けキャラです。
人外っぽいキャラなので瞳の塗り方を変えました。
蛇モチーフですが、気持ち悪くならないように

可愛さを重視して描きました。
鱗部分の描き込みにこだわりました。

蛇の少年
イメージカラー：薄緑
制作時間：５時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

魔女の取り巻き兼お助けキャラその２です。
こちらは蛇と違い不気味な和風ホラーを目指したので

わざと姿勢を悪くしました。獣っぽい雰囲気を
同時に出せていたらと思います。

狐面の男
イメージカラー：緑
制作時間：11時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

サブキャラクターの相方のような立ち位置のキャラです。
女性のような顔の男性を目指しました。

中間制作でも描いたキャラですが、このキャラの
斜め横を描いたことがなかったので再現が難しかったです。

アンティークな世界観のキャラクターです。

人形の青年 /ネロ
イメージカラー：青
制作時間：７時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

主人公たちの他に視点主として動くキャラです。
唯一と言ってもいい明るい性格なので
ポーズを遊ばせました。セーラー服は

少しだけ和風寄りで、連れている犬はコーギーです。

幽霊の少女 /えみわ
イメージカラー：橙
制作時間：15時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -立ち絵 -

ゲームのラフボスとして設定したキャラクターです。
無邪気だけど仄暗い感じが出るように工夫しました。

ざんばら気味に切ってある髪が特徴です。
白い少年と身長や等身を合わせて対にしました。

黒い少女 /アリス
イメージカラー：黒い少女

制作時間：５時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -表紙 -

冊子の表紙のために描いたイラストです。
水彩画のようなタッチで

真ん中から斜めにある水面から
鏡合わせになるような構図にしました。

一枚で裏表紙もカバーできるよう横長にしました。

使用ソフト：Clipstudio,Photoshop（カラー変換）
カラー：CMYK（Photoshop）

制作時間：27時間　2021 年 12 月～2022 年 1月制作



冊子制作 -ロゴ -

Illustrator で制作したタイトルロゴです。
一度完成した後にもう一度一から作り直しました。

その際に作品の雰囲気を出すために
ラフやオフセットという機能を使ってみたり
視線がどう動くかを考えて制作しました。

使用ソフト：Illustrator
制作時間：10時間（旧デザイン含め）

2021 年 12 月制作



冊子制作 -一枚絵 -

ストーリー説明のために描いたイラストです。
背後から黒い化け物に追いかけられて、奥に見える扉に

逃げ込もうとしている場面を描きました。
水面と水面を照らすランプの光、

光に透ける髪にこだわって描きました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：18時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -一枚絵 -

男主人公が白い少年を連れ出そうと
周りにいる妖精みたいなものを説得しようと

している場面です。
明るい野外の絵に手間取りましたが

空の色を濃くしたり、手前側を暗くしたりして落ち着きました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：24時間
2021 年 12 月制作



冊子制作 -一枚絵 -

一枚目で扉の向こうへ逃げ込んだ先で、
その扉がついている屋敷の主である魔女と出会う場面を描きました。
アンティークっぽい木の質感と室内でもできるだけ空間を広く見せる

こと、手前にあるものと人物の対比で奥行きを出す
ことなどを意識しました。塗りは厚塗りです。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：25時間
2021 年 11 月制作



冊子制作 -ゲーム画面 -

立ち絵と一枚絵を組み合わせてゲームの
プレイ画面のように構成しました。

ノベルゲームを参考にセリフやメニューを表示する
メッセージウィンドウをデザインしました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：３時間
2021 年 12 月制作



冊子制作 -ドット絵 -

clipstudio のドットペンツールを使って描いたものです。
レイヤーを分けて建物の内装を描いたり、

植木鉢を複製して店の前が寂しくならないようにしました。
のっぺりとした印象にならないように

壁や屋根などにランダムに模様をつけました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：12時間

2021 年 12 月～2022 年 1月制作



冊子制作 -レイアウト１-

冊子の入稿のためのレイアウトをしました。
最初にページの構成や何ページにするのかを決めて
それに合わせてイラストなどを配置していきました。

新聞記事のような配置になった文章を考えるのが大変でした。

使用ソフト：Illustrator
作業時間：30時間
2021 年 12 月～
2022 年 1月制作



ゲーム自体の説明をするページを作りました。
ゲーム画面風にレイアウトした画像や

ドット絵、キャラクター紹介では使わなかったイラストを配置して
ゲームの雰囲気が伝わるように工夫しました。

冊子制作 -レイアウト２-

使用ソフト：Illustrator
作業時間：12時間

レイアウト１・２
合わせて全 22P
（表紙等除く）



展示用 -ポストカード -

配布用のポストカードを制作しました。
表紙のイラストを水面上下で二つに分けて、

もう半分を書き足した二種類です。
二種類とも書き足した半分は

主人公たちの過去の光景をイメージしました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：12時間
2022 年 1月制作



冊子&展示用 -デフォルメ -

アクリルキーホルダーとステッカーのために
描いたものです。雰囲気を揃えられるように、

低等身の素体を描いてから描きました。
ひと目でキャラの関係が伝わるように意識しました。

左下のキャラはこのポートフォリオ用に新たに描きました。

使用ソフト：Clipstudio,Illustrator
カラー：CMYK（Illustrator）

制作時間：12時間　2022 年 1月制作



展示用 -フライヤー -

立ち絵やイラストを組み合わせて、
映画のパンフレットのように仕上げました。

裏面が一種類、表面が二種類です。
ゲームのパッケージ裏にある文章を参考に

レーティング表示などをつけました。

使用ソフト：Illustrator　作業時間：12時間



- 作品展示 -

学内で行われた卒業制作展の実際の写真です（上画像）。
デフォルメイラストを使ったアクリルキーホルダー（左下画像）と
出来上がった冊子、ポストカード、ステッカーの写真（右下画像）

です。右下の画像は学内プレゼンにも使用しました。

展示場所：つくばビジネスカレッジ専門学校
展示期間：2022 年 2月 11～13 日



作品展示 -おまけ -

学校内プレゼンテーションの際にもらった感想で
実際のストーリーを知りたいという物が多かったので、
展示での配布用にショートストーリーをまとめたものと

ひと目でストーリーがわかる展示物と
展示の案内をする短い動画を作りました。

使用ソフト：Clipstudio,Illustrator,aviutl
カラー：CMYK（Illustrator）

制作時間：SS各１時間、展示物１時間、動画６時間（再生時間３分）



CONTENTS

キャラクター
デザイン



オズの魔法使い -ドロシー -

キャラクターデザインとして作ったオズの魔法使いの
登場人物たちのデザインです。

共通のモチーフとして星座をイメージして、
ドロシーは三つ編みから連想したさそり座をモチーフにしました。

家庭的なミトンに甲殻をつけてハサミを表現しました。

ドロシー
モチーフ：さそり座
制作時間：7時間



- ライオン&トート -

オズの魔法使いの弱虫ライオンとドロシーの飼い犬トートです。
ライオンはそのまましし座、トートは大犬座がモチーフです。

大犬座はサソリの監視役としてドロシーのお守りを、
しし座は新しい星座で神話がついていないので、

幼い少年をイメージして描きました。

トート
モチーフ：おおいぬ座
制作時間：2時間

ライオン
モチーフ：しし座
制作時間：3時間



- カカシ -

オズの魔法使いのカカシです。
へびつかい座がモチーフで、優しい旅のお医者さん

をイメージして作りました。
パーティの中では保護者的な立ち位置で、

ドロシーの毒を直したりブリキやライオンを励ましたりします。

カカシ
モチーフ：へびつかい座

制作時間：3時間



- ブリキの木こり -

オズの魔法使いのブリキの木こりです。
うお座がモチーフで、ジメジメした性格と、

ブリキなのに魚が好きで頭のバケツに飼っていて、
そのせいで体と斧が錆び付いてしまい使い物にならない

というイメージで作りました。

ブリキの木こり
モチーフ：うお座
制作時間：3時間



オズの魔法使い -レイアウト -

星座イメージなので背景を暗くして
キャラクターを拡大して薄くした画像と

元にしたイメージの星座をなぞって配置しました。
配置はラフの時に考えていたものと大体同じにしました。

使用ソフト：Clipstudio,Illustrator
カラー：CMYK（Illustrator）

制作時間：１時間　2022 月 2月制作



コーヒーの魔法使い

魔法少女と対比させるために色を黒っぽく、
黒っぽいものから連想してコーヒーの魔法使いにしました。

コーヒーでできた猫を召喚できるという設定です。
戦う魔法少女と対比して書類が仕事の高官のイメージで

作りました。名前はウォルター・ブラック（液体 /黒）です。

よく書類に猫スタンプ
されています。

腰に刺したマドラー
モチーフの短い杖が
お気に入りです。

イメージカラー：黒、茶
制作時間：10時間



角砂糖の魔法少女

黒と対比する白でコーヒーとセットになるものを考えました。
角砂糖で戦う魔法少女です。

顔や髪などの絵柄を少女漫画に少し寄せて、
服のデザインはバレリーナとロリータから、

名前はホワイト・グラミュー（白砂糖から）にしました。

イメージカラー：白、ピンク
制作時間：8時間



魔法使いと魔法少女をまとめたレイアウトです。
名前を見た目とイメージからつけて、

この二人が住んでいる世界観を書いたり、
せっかく男女ペアなので

ラブコメっぽい設定をつけました。

魔法使いと魔法少女 -レイアウト -

使用ソフト：Clipstudio,Illustrator
カラー：CMYK（Illustrator）

制作時間：2時間　2021 年 12 月制作



CONTENTS
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16P 漫画

初めて作ったオリジナルストーリーの漫画です。
16とキリのいいページ数なので、起承転結をより強く意識しました。

「ユメノア」にも登場する金髪の青年の過去の話です。
月明かりや人物などの絵本のようなトーンにこだわりました。
次のページは表紙を除いた作中の 7 ページ分を載せました。

タイトル：
妖精が踊る、妖精のダンス

ジャンル：ファンタジー

ページ数：16P（表紙含む）

使用ソフト：clipstudio

制作期間：
2020/10/16~2021/02/02
（当ポートフォリオ表紙の
　制作期間表示からは除外）

あらすじ：
昔々、あるところに、
妖精の住む王国がありました。
王様は自分の息子たちを次の王様に
するために、一人一人を別々の
世界中の色々な場所へと修行に送り
出しました。
これはそのうちの一人、蝶の羽を持
つ妖精と、その従者、青年の姿をし
た人形のお話。

















32P 用に作ったストーリー漫画です。16P漫画の時は背景が
ほとんど森だったので、現代を背景にした、より漫画らしい絵を

目指して制作しました。実際のデジタル作業時間は３０日ほどです。
めちゃコミッククリエイターズに投稿した作品です。

次のページは表紙を抜かした作中の冒頭８ページ分を載せました。

タイトル：色彩探偵

ジャンル：現代 /ファンタジー

ページ数：32P（表紙含む）

使用ソフト：Clipstudio

制作期間：
2021/05/13~2021/09/09

32P 漫画

あらすじ：
強盗殺人として捜査されている
不可解な事件に、ある大学生の
探偵が招かれた。
共に行動する少女、茉莉と共に、
「色彩探偵」夏秋冬 鬱木（はるまち
 うつぎ )はある思惑の元に行動する。
事件の被害者である大学生の話を聞き、
犯人への作戦を開始する。
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Live2D 用イラスト

体を関節ごとにパーツ分けして
アニメーションで走れるようにしました。

パーツが多いのでイラスト自体は書き込まず
全体的にデフォルメで仕上げました。

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：6 時間



Live2D アニメーション

ゲームのローディング画面の隅で
走っているキャラをイメージしました。

描画範囲外を一周する形で動く雲や地面を表現しました。
QRコードのリンク先から

実際のアニメーションを見ることができます。

サンプル画像（抜き出し）

使用ソフト：Clipstudio,Live2D
制作時間（モデリング）：6 時間

制作時間（アニメーション）：３時間
2021 年 11 月制作



Vtuber のモデリングをするつもりで描きました。
以前書いたことのあるキャラクターのリメイクで、

数年前からの成長が感じられました。
切れ目や手首にあるのはマスク用のものです。

服の差分も作るつもりだったので服の下も書いてあります。

Live2D 用イラスト２

リメイク前

使用ソフト：Clipstudio
制作時間：18 時間
2022 年 1月制作



使用ソフト：Clipstudio,Live2D
制作時間（モデリング）：12時間

制作時間（アニメーション）：5時間

サンプル画像（抜き出し）

Vtuber の待機画面や Youtube にある
ショート動画のつもりで作りました。

ループはしませんが、
オチは一つ前のアニメーションと同じにしました。
こちらもQRコードから実際の動画がみられます。

Live2D アニメーション２



Profile
名前　廣木　真優
H.N.　 尋稀　空太 (hiroki akuta)
Mail　midwinterillustration@gmail.com
SNS(TwitterID）　＠VVinter88

ファンタジーな世界観が好きで、漫画、小説、Live2D など幅広く製作中。
尊敬する小説は「リーングラードの学び舎より」
最近読んだ漫画は
「魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？」
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