
じぶんを『キャラクター』に！

オリジナルアバターをつくろう

【今月の課題】
・アバターの設定を考えよう
・「表情差分」を作ろう
・キャラクターらしいポーズを作ろう
・アバターの「決めポーズ」
　から一枚のイラストを完成させよう！

自分自身をキャラクターにするとしたら、
どのように表現しますか？
今回はあなたの「個性」を「キャラクター」
にする課題です。
自分自身をキャラクターにしたものを
「アバター」といいます。
「性格」「見た目」「くせ」など、
じぶんの一部をつかって世界にひとつだけの
「オリジナルアバター」をつくってみましょう。



アタムアカデミー
　カリキュラム

アバターはどこでつかうの？
ゲームやインターネットなどのバーチャル空間（現実とちがった世界）で
だれかとコミュニケーションをとるときに使います。

ツイッターやインスタグラムなどの「SNS」で
使ったり、アバターをつかって遊ぶゲームもあります。
最近では「Vtuber（ブイチューバー）」が人気です。

バーチャル・ユーチューバーのこと。
動画サイトで、「アバター」を
つかって、番組を放送しています。
絵の描き方や料理番組、ニュース、

ゲームの配信など、さまざまなジャンルの動画で、
みんなを喜ばせています。

Vtuber（ブイチューバー）とは…

ひかるのニュースチャンネル

お得でハッピーな
情報をお届け！



アタムアカデミー
　カリキュラム

どうしてインターネットでは
アバターをつかったりするの？

GOOD

「いつもとちがう自分」を体験できるからです。
また、実際のあなたがわかるような顔写真や本名を
インターネットにアップしてしまうと、
トラブルにまきこまれてしまう可能性があります。

だから、インターネットでは「別の名前」や「アバター」
をつかって活動するひとがたくさんいます。

「アバター」にかぎらず、インターネットでは、
顔写真・本名・住所など個人情報（こじんじょうほう）を
公開することはさけましょう。
たとえば、あなたがインターネットで自作のイラストを
公開することがあったら、本名ではなく「ペンネーム」
などを使って発表することをおすすめします。

★本名ではなく
ちがう名前をつける

★見た目はイラスト化
「自画像」「アバター」など 実際の自分

NG 亜田武えみ
東京都〇〇区に
住んでます！
090-1234-×××

きょうはイラストを描きました！

ぜひみてください。

★本名をつかう
★じぶんの写真を公開
★住所や連絡先が
　誰でもわかる状態

ネットに個人情報を公開すると
全く知らないひとにも見られて、
トラブルの危険があります

（例）SNSの投稿

つぶやき　返信　画像　いいね

⇨



アバターの「設定」をかんがえよう

ステップ 1

デザインをする前に、アバターの個性を考えていきます。
まずは自分の好きなもの、見た目の特徴、ほめてもらった特技など
かんたんにピックアップしてみましょう。

あなたの「みため」には
どんなとくちょうがあるかな？

自慢できるもの（こと）

すきなもの（こと）

100 メートル走が
クラスで 1番

家族でドライブ
海・おさいほう

さむいばしょ

誕生日にもらった
おさいほうセット

デザイナー

「得意・すき」だけでなく
「苦手・きらい」も
メモしておくのがポイント。
すべてが「個性（こせい）」です。

苦手なもの（こと）

お気に入りのもちもの

理想の自分・将来の夢

あかるい・気が強い

性格（せいかく）

「じぶんメモ」をつくろう

？



アバターの「設定」をかんがえよう

ステップ 2 キャラクター設定をかんがえよう
アバターの設定がきまったら
実際のキャラクターにおこしていきましょう。「じぶんメモ」から、

キャラクターにしてみたい
あなたの「とくちょう」をえらんで
「キャラクター設定」を
つくっていきましょう。

デザイン
みほん

おさいほう

すきなこと（もの）

デザイナー

きらきらもようの布
まち針・ボタンなどのおさいほうアイテム
チャームポイントは
笑うと見えちゃう八重歯（やえば）

おさいほうゲームの主人公。
デザイナー見習いとして、ブティックで
はたらいている。

しごと・将来のゆめ

見た目の特徴

どんなところでつかうアバター？



アタムアカデミー
　カリキュラム

ヒント

どちらもひとつの「じぶんメモ」からうまれた
キャラクターです。きりとり方次第で
いろんなキャラクターがデザインできます

同じ「自分の個性」でも
注目するところがちがうと、
キャラクターデザインも変わります。

誕生日にもらった
おさいほうセット

お気に入りのもちもの

気が強い

性格（せいかく）

おさいほう

すきなこと（もの）

デザイナー

将来のゆめあかるい（陽気）

性格（せいかく）

海

好きな場所

家族でドライブ

好きなもの（こと）

アバターの「設定」をかんがえよう



うれしい かなしい おこる うたがう

アバターが実際に動いているところを
想像して、どんな表情が必要か・あると便利か
考えて増やしていきましょう。

表情集をつくって表情豊かなアバターにしてみましょう

基本的な喜怒哀楽（きどあいらく）に加え、
さらに表情の種類を増やしていくことで
キャラクターの魅力がアップします。

「表情集」をつくろう



キャラクター設定をもとに、性格や個性が伝わるポーズ（しぐさ）を考えて表現してみましょう。

言葉や説明に頼らず、表情やポーズを通してキャラクターの内面や個性が、
このイラストをみる人に伝わる「ポーズ」「表情」を考えましょう。
「だれかにキャラクターの魅力を伝えたい」気持ちが、「表現力」につながります。

設定にそったキャラクターらしい
「ポーズ」をかんがえよう

ヒント

元気・活発
明るい

おとなしい
やさしい

きびしい
強気・クール



アバターに一番似合うと思う 「表情」 「ポーズ」
 を使って、1枚のイラストを完成させましょう！

背景・エフェクト
キャラクターがどこにいるか
なにをしているか（場面）を
表現してみましょう。

文字
シーンに合わせて
ロゴを作ったりして、イラストに
取り入れてみましょう。
必ず使わなくてもOK。

キャラクター
今回のメインモチーフです。
キャラを中心にレイアウトや
背景・エフェクトなどを
考えていきましょう。

表情・ポーズを活かしたイラストを
完成させよう！

キャラクターの魅力を引き出すためには、
キャラクターだけではなく、シーンにあった
「背景」 「エフェクト」 「文字」 「レイアウト」
などが必要です。



アタムアカデミー
　カリキュラム

バーチャルナビゲーターの
ひかるちゃん。
スマホのなかでお天気やメールの
お知らせなど、いろいろな
サポート・ナビをしてくれるよ。
道に迷ったら、マップをひらいて
正しい道も案内してくれるよ。

毎日たくさんのモニターで
データの管理をしている。
メールが来たから
お知らせしてくれてるシーン。

背景・エフェクト
バーチャル空間を
イメージした
背景・エフェクト

表情・ポーズ
サポートやナビをする
キャラクターとして
たのもしい表情。
なんでも任せられそう

キャラ設定

キャラデザ

場面設定

表情・ポーズを活かしたイラストを
完成させよう！（みほん）



アタムアカデミー
　カリキュラム

今回の課題は、アタムアカデミーの
ホームページ（インターネット）で発表します。
完成した作品にオリジナルの「サイン」
をいれて先生に提出してください！

「サイン」のポイント
　本名のままインターネットに公開するのは危険（きけん）！
　個人情報（こじんじょうほう）が見たこともない他人に見られると、
　トラブルに巻き込まれるおそれがあります。自分のニックネームや
　思い入れのあるものなどからペンネーム考えましょう。

サインいろいろ
ローマ字日本語

あまり細かくしずぎると
大変だから、シンプルに
するのがおすすめ。
自分のすきなものや
かんたんな似顔絵を
入れたりすると
オリジナリティが出ます。



著作権（ちょさくけん）をまもろう
誰かの作品に、自分のサインを入れて発表
したり、誰かの絵をトレース（なぞり描き）
したものを「自分の作品」として発表
することはできません。
これは著作権侵害（ちょさくけんしんがい）
という法律（ほうりつ）に違反（いはん）
する行為（こうい）になります。
必ず自分で考えて描いた、
「オリジナルの作品だけ」に
サインをいれて発表しましょう！

アタムのホームページでは
「オリジナルの作品」だけ公開します

二次創作（にじそうさく）という、漫画やアニメ、本などの
キャラクターをつかって描いた絵は、アタムアカデミーの
ホームページでは公開できません。
「オリジナルの作品」を提出していただいた方のみ発表します。
「どうしても課題のなかで二次創作がしたい！」
という生徒さんは、勉強として描くことはできますが、
アタムアカデミーのホームページでは発表できないので
ご注意ください。

著作権のおはなし
作品を公開・発表するときの注意

作品提出のしめきり

　4がつ10にち　までに、ワークシートと
　完成したイラストを先生に提出してください。



アタムアカデミー
　ワークシート

キャラクターづくりのヒントになるから
どんなことでもかいてみよう

あなたの「みため」

「じぶんメモ」をつくろう

性格

趣味・とくぎ

すきなもの・こと

にがてなもの・こと

家族・ペット

しょうらいのゆめ

おきにいりの持ち物

おきにいりの場所

そのほかの自分のこと



アタムアカデミー
　ワークシート「じぶんメモ」をヒントにして

「キャラクター設定」をかんがえよう

キャラクターのなまえ

性格・とくちょう

どんなところで使うアバター？

こだわりポイント



アタムアカデミー
　ワークシート

キャラクターのなまえ

性格・とくちょう

どんなところで使うアバター？

こだわりポイント

「じぶんメモ」をヒントにして
「キャラクター設定」をかんがえよう



アタムアカデミー
　ワークシート

「表情」「ポーズ」を考えよう

細かくかきこまなくてOK！どんなポーズが似合うか、アイディアを出してみよう

どんな
表情？

どんな
表情？



1 枚のイラストを完成させえよう！
かくときにしたがき（この文字）をけしてね
キャンバスはタテにしてもいいよ。

このへんに
あなたの

サインをかこう！
かくときに
したがきを
けしてね


