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小林優希
多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース
1999.6.11　滋賀県　生まれ

スキル：Photoshop、Illustrator、premiere、aftereffect、InDesign
趣味：読書、裁縫、アニメ鑑賞、写真を撮ること、絵を描くこと

ホームページ：yukimovie.com
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イラスト・アイデアスケッチ
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毎日かっぱさん
使用ソフト：アイビスペイント、Photoshop

サイズ：768×768mm
制作期間：2021/2~2021/4

2021 年 2 月ごろから約 2 ヶ月間、毎日日記のようにその日の出来事を絵にしたもの。
短時間で簡単に描くことを条件に制作した。

かっぱは私自身を表している。
大学 1 年時に制作した漫画の河童のキャラクターが原案。

人間的な動きが取りやすいように手は長め。
顔の形のモチーフは、好きな駄菓子の「ヨーグル」の容器。
甲羅は無い。
雨はあまり好きじゃない。

「かっぱさん」シリーズ「かっぱさん」シリーズ
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かっぱさんとおともだち
使用ソフト：Photoshop
手法：水性ペン

かっぱシリーズのサブキャラクター。
かっぱさんの友達。

なまず

かっぱさんの一番のお友達。
ちょっと繊細。
絵を描くことが好き。

ふくろう

かっぱさんの幼なじみ。
お酒をよく一緒に飲む。
真面目。
ベースを弾いている。

カピバラちゃん

かっぱさんと運命的な出会いをした。
穏やかで優しい。
幼稚園の先生をしている。

イルカくん

元は友達の友達だった。
ダンスをしている。
誰とでも仲良くなるのが得意。

かもめ

かっぱさんとよくお出かけする
お友達。
よく歌を歌っている。
フットワークが軽い。

ネズミ

かっぱさんと趣味の合うお友達。
好奇心旺盛。
懐が深い。

「かっぱさん」シリーズ「かっぱさん」シリーズ
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「びくびく」

たくさん運動をした後に足や様々な部位が痛くなった時には
どこかにコイツがくっついている。
かっぱさんは一番のおともだち。 早歩きでお散歩をしていた
かっぱさんの足にくっついたことで出会っ た。 かっぱさんは、
お散歩もほどほどに、のんびりマイペースに歩いていこうと思
うようになった。

「かっぱさん」

お散歩が好きなかっぱ。
よく川のほとりを歩いてお花や虫を観察している。
甲羅はない。
食べることも好き。好き嫌いは特にない。
雨は苦手。
びくびくは一番のおともだち。

かっぱさん　パステル ver.
使用ソフト：Photoshop
手法：水性ペン

ポストカード（上）、ノートデザイン　
使用ソフト：Photoshop
サイズ：ハガキサイズ、B5

父の日のカード、小学生向けノートの表紙デザイン。

小学生向けの商品に使用されることの多いパステルカラーバージョンで作成。
キャラクターのフォルムも丸く、柔らかい雰囲気になるよう心がけた。

「かっぱさん」シリーズ
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「かっぱさん」シリーズ

隣の河童さん　( 漫画）
手法：水性ペン、ボールペン、鉛筆
サイズ：
制作期間：2019/6

「毎日かっぱさん」の原型となったキャラクター。
講義で出された漫画の課題で誕生した。
幼少期に出会った「机の上の運動会」という絵本に登場する
河童のキャラクターがきっかけで河童が好きになった。
大学生になり初めての一人暮らしで不安なことがたくさんある
中、隣に不思議ないきものが住んでいたらいいのにという思い
から制作した。

隣の河童さん

身長：100㎝くらい
きゅうりが好き。
甲羅はない。尻尾がある。
お皿が取り外しできる。
お掃除サービスの仕事を
している。

僕

大学生。
食べ物の好き嫌いは無い。
リュックサック派。

（ラフ）
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「かっぱさん」グッズ　デザインスケッチ

・歯ブラシセット
・植物栽培キット
・モロッコヨーグル　コラボ
・フォークスプーン
・容器シリーズ
・レインコート
・長靴
・折り畳み傘
・湿度計
・芳香剤ケース
・洗濯バサミ

かっぱさんのシンプルなフォルムと表情を
活かしたデザインにこだわって描きました。

日々の生活で自身がほしいと思ったものや、実際に
様々な雑貨店などに足を運び、キャラクター商品を
参考にしたりしました。

「かっぱさん」シリーズ



Product　design

10

「かっぱさん」シリーズ
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「かっぱさん」シリーズ
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「かっぱさん」シリーズ
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「かっぱさん」シリーズ
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「かっぱさん」シリーズ
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〈制作プロセス〉

2022 年　年賀状
使用ソフト：Photoshop
サイズ：ハガキサイズ
制作期間：1 ヶ月

猫が人間のように服を着て店を開いて
生活している世界。
主人公の猫は銭湯に行くところ。
商店街を歩いている。
マフラーは今年の干支の虎柄。

色味を調整
文字を入れる

完成！

ラフを描く
ペンで線画を描く
お店は色鉛筆、猫は絵の具で塗る

スキャンして
Photoshop で重ねる

猫　シリーズ
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猫　
手法：アナログ　ペン、色鉛筆
サイズ：約 100×100
制作期間：１日 1 枚

0.2mm と 0.5mm のペンを使い分けて作画している。
背景は細かく緻密に描くことで密度の差を作る。
猫の写真をモデルにして描いていく。

猫　シリーズ

猫　グッズ ver.　
手法：水性ペン、Photoshop

グッズ作成ように描いたイラスト。
はっきりと印刷されるように細かな線をできるだけ省いて作画した。
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猫グッズ　デザインスケッチ

・郵便受け
・ボトルデザイン
・日記帳

制作物ページではプレゼントに制作
したものや、実際に販売している
ものなども掲載しています。

猫　シリーズ
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・カプセルトイ市場の広がり
・コレクションするだけではなく実用性を兼ね備えたものがほしい
・遊び心を持っておしゃれをもっと気軽に楽しみたい
・初めて見た人に驚きをあたえる

（ポイント）
・「ユニークさ」初めて見た人を騙せる面白さ
・「実用性がある」
・「身近なデザイン」調味料という手軽さ、一度は触れたことのある
手軽さから愛着が湧きやすい

（価格設定）
300 〜 400 円

「調味料アトマイザー」

・子供たちに工作の楽しさを知ってほしい
・観察力を養う手助けになってほしい
・家庭内のコミュニケーション作りに繋がる
・ゴミを減らす取り組みに繋がる

（ポイント）
・「思い出として振り返ることができる」アルバムのように何冊も作成
・「ゴミを減らす取り組みに繋がる」家庭内で発生するゴミが工作に
   利用できる

（価格設定）
800 〜 1200 円

「私のアイデア図鑑」

おもちゃ　アイデアスケッチ
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・子供たちに工作の楽しさを知ってほしい
・観察力を養う手助けになってほしい
・家庭内のコミュニケーション作りに繋がる
・ゴミを減らす取り組みに繋がる

（ポイント）
・「思い出として振り返ることができる」アルバムのように何冊も作成
・「ゴミを減らす取り組みに繋がる」家庭内で発生するゴミが工作に
   利用できる

（価格設定）
800 〜 1200 円

「おうちでお店やさんごっこ」
・コロナウイルス蔓延の影響で収入が減少した家庭でも手を出し
やすい価格にしたい
・家庭にあるものを利用して遊べる
・家庭のものを利用することでお店のバリエーションを作れる

（ポイント）
・「遊びながら学べる」計算する力が身に付く
・「かさ張らない」値札、お金のセットのみ　スマホを利用する

（価格設定）
300 〜 400 円

おもちゃ　アイデアスケッチ



グッズ・制作物
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マトリョーシカ
サイズ：110 × 50 × 50mm
素材：木、アクリルガッシュ、ニス

猫のオブジェ
サイズ：45 × 25 × 250mm
素材：粘土、アクリルガッシュ、ニス

プレゼント用包装の場合は箱も作成する。
minne にて販売中。

トートバッグ
サイズ：420 × 340 × 100mm

初めて作成したオリジナルグッズ。
minne にて販売中。

ハンカチ
サイズ：250 × 250、200 × 200mm

誕生日プレゼント用に作成したもの。
SUZURI にて販売中。

枕カバー
サイズ：400 × 600mm

両親の結婚記念日にプレゼントしたもの。
２種類のパターンを作った。

グラス
サイズ：高 さ  106mm
　　　    直径　80mm

両親の結婚記念日にプレゼントしたもの。
ペアグラス。

「猫」シリーズ　制作物
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ポストカード　
使用ソフト：Photoshop
サイズ：ハガキサイズ

依頼を受けて制作したもの。
母の日カード、父の日のカード、年賀状、結婚記念日カード。

制作物
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制作物

コスプレ衣装　制作物

趣味で制作したもの。
既製品を用いてアレンジをしたり、
１から制作することもある。
いかに費用を抑えて制作するかを
重要視している。
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ミニチュアの世界
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「全てのものは確かに意味を持って存在している。」

大学 2 年時、初めてセルフポートレートに取り組んだ。
私という存在を確かなものにするためだ。
自分自身を画面を通して認識することで、私という存在を視覚的に感じることができる。

三年時からは自身を取り巻く身の回りの様々な「もの」の存在を確かめていく。

私はこの世界にある小さなものから大きなものまで、その存在を見つけること、そして他者
にも「その存在」が近くにあることに気付いてほしいという思いで制作を行っている。
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ライト
コバエがホイホイ本体が
モチーフ。
粘土、透明カプセル、
アクリルガッシュを使用。

壁紙
パッケージロゴに使用されている
金色の部分を再現。

景色
撮影時、実際にゴミを配置した。

机
コバエがホイホイ本体のカラーリング
がモチーフ。
殺虫ゼリーを直接置いて撮影。

装飾
宿泊施設で壁に絵画が
飾られているのをよく
目にする。

「誘われて」
使用メディア：殺虫剤の箱（コバエがホイホイ）

出力サイズ：1500×1000 mm
ミニチュアサイズ：95 × 95 × 75mm

使用ソフト：Photoshop
制作時間：ミニチュア　1 週間
　　　　　撮影　　　　１週間

殺虫剤を覗き込むとまだ蠢いている虫がいた。
人物は殺虫剤に引っかかってしまったコバエを擬人化したイメージ。
部屋は私生活を送る場所ではなく、自らの意思で訪れる宿のイメージで制作した。

90 年代の殺虫剤の広告をイメージしたヘアメイクを行った。
害虫と考えるとどこか汚いイメージを持ってしまうが、等しく生命活動を行う命である。
撮影時はみかんゼリーを殺虫ゼリーに見立て、実際に手に持って撮影した。
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小窓
個包装のパッケージを利用。

絨毯
パッケージの模様である
曲線を用いている。

窓、壁
清潔感を出すために白
を貴重としている。
壁 は リ フ ォ ー ム 用 の
シートを使用している。景色

撮影時、窓の外には眼科検診
の際によく見る気球の映った
景色の画像を配置した。

箱
高さが低いため二箱重ねている。

人物はコンタクトレンズを作っている作業員をイメージしている。
普段の生活で頻繁に使用するものの中でコンタクトレンズは特に小さく緻密である。
小さな手によって作られているのかもしれない。

百貨店の店員やキャビンアテンダントなどの制服を着用する仕事をイメージしている。
指示を出す人、レンズを作る人、レンズを運ぶ人などそれぞれが役割を持ってレンズを作っている。

「工場」
使用メディア：コンタクトレンズの箱

サイズ：1500×1000 mm
使用ソフト：Photoshop

ミニチュアサイズ：60 × 150 × 50mm
制作時間：ミニチュア    1 週間
　　　　　撮影　　　　１週間
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カーテン
マスクの不織布、蛇腹状
の部分を利用。

装飾
マスクを生地にして作った服。
形も数パターン作成。

床
大理石柄のリフォーム用
シートを使って高級感を
出す。

トルソー
粘土、針金、爪楊枝で作成。
首にかかっているのはマ
スクのゴム紐。

マスクを着用することが当たり前になった今、おしゃれをするアイテムの一つとなっている。
マスクを購入する際、それぞれに合ったサイズ、色、柄などを豊富な種類から選ぶようになったことから想起した。
人物は衣装をオーダーメイドしている様子。
アパレル系の店舗をイメージしている。

客と店員のやりとりの風景。
人物と人物の立ち位置が重要になるポージングのため、撮影した写真を都度確認しながら細かくポージングを取った。
客と店員が別人に見えるよう、髪型を大きく変える、口紅の色を変えるなどの細かなヘアメイクの差を作った。

「メイクアップ」
使用メディア：マスクの箱

サイズ：1500×1000
使用ソフト：Photoshop

ミニチュアサイズ：80 × 190 × 90mm
制作時間：ミニチュア    1 週間
　　　　　撮影　　　　１週間
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2021.4~

2020

初めてミニチュアを作る

2020

使用ソフト：Photoshop、premiere
展示サイズ：2000×3000×5000㎜
制作時間：約一ヶ月

2 年時、ミニチュアとロトスコープアニメーションを融合した
作品を制作。
自身の部屋をモデルにしたミニチュアを制作した。
空間を利用した作品で、スクリーンが鑑賞者を囲み、
実際にこの部屋にいるように見せる。

【ミニチュアとの出会い】 【“ 世界 ” を作り出すには？】

①ミニチュアを撮影する ②人物を撮影する

使用メディア：ひよこ饅頭の箱
使用ソフト：Photoshop
展示サイズ：A3
制作時間：約１ヶ月

まずはどのような作品形態で制作すれば上手く制作意図が伝わるのかを研究。

「絵画のように一つの画面で世界が生み出される作品を作りたい！」を起点とした。

人が集まり休息を取ったり読書をしたりコミュニケーションが取れる空間をイメージ
している。
この箱の中で生活をしたらどのような行動をするかを想像してポーズを取った。

どうすれば違和感なく
この部屋に溶け込める
のだろう…

ミニチュアを使用した写真作品の制作を始める

2021.4~

③合成

記録

2021.5~

2021.5~

既製品の箱を使用して作成した初めてのミニチュア。
ミニチュア単体でも作品として成立するように細部にもこだわって制作した。
住居の一室のようなイメージ。

窓
お菓子と同封されているリーフレット
に描かれている卵の形を再現している。

絨毯
窓同様、同封されている
リーフレットに描かれている卵の
形を再現した模様になっている。

壁紙
ひよこまんじゅうの形を
再現したパターンを作成。

本、クッション
本は実際にページが捲れるように
なっている。
ひよこまんじゅうの形を再現した
クッションを数パターン作成。

使用メディア：ひよこまんじゅうの箱
サイズ：50×150×150mm

【既成の箱を使用したミニチュア作り】

表現方法の研究を始める

制作プロセス
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③合成

シリーズを制作し始める

使用メディア：ろうそくの箱
使用ソフト：Photoshop
展示サイズ：A3
制作時間：約１ヶ月

箱選びからリサーチをやり直す。

講義課題で課された「共生」というテーマから、
身近にある箱を選ぶため、近くのスーパーへ。

選ぶ基準は　・あまり高価ではないもの
　　　　　　・小さすぎないもの
　　　　　　・どんな商品かわかりやすいもの　　

命を供養するろうそくから人物を煙に見立てた。
天に上っていく天使、西洋画をイメージして
ポージング、合成を行った。

①ミニチュアを
撮影する

②人物を撮影する

【空間と人物の世界観を合わせる】

2021.6~

ポーズを
変化させる！

合成感が無くならず、
どうしても違和感がある…

①ミニチュアを

2021.6~
2021.9~

2021.9~

ミニチュアの中の世界で
あることを伝えられるよう
にしたい…

【合成による違和感をどうする？】

ミニチュアを
背景紙に！
ミニチュアを
背景紙に！

①ミニチュアを撮影する ②ミニチュアの写真を大きく印刷する

③張り合わせて背景紙にして、

②ミニチュアの写真を大きく印刷する

④正面から撮影

使用メディア：ひよこ饅頭の箱　リメイク
使用ソフト：Photoshop
展示サイズ：A3
制作時間：約 1 ヶ月

合成をやめて直接背景に人物が重なり合う撮影方法を取ることにした。

作った空間に人物が立っているように見せることができるようになった。
メイクやポーズにも変化を持たせ、衣装も世界観に合わせて選んだり
場合により制作も行う。

人物は箱を擬人化したイメージ。

合成を
やめてみよう！

制作方法を大きく変える

制作プロセス
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2021.11~ 2022.3

2021.11~
【ミニチュアだとわかるには？】

①ミニチュアを撮影する

③張り合わせて背景紙にして、 ④斜め上から撮影

撮影の様子

②ミニチュアの写真を大きく印刷する

ミニチュアだとわかるには？ミニチュアだとわかるには？】

ミニチュアは基本的に上から覗き込むように鑑賞する。
そのことから撮影する角度を大きく変化させた。

また人物も世界のワンシーンを切り取ったようなポージングを取るようにあらかじめ完成のイメージを決めてから撮影を
行った。

同ポジで撮影したものは合成も違和感なく空間に馴染ませることができるとわかった。

展示の際の出力サイズも B0 以上に印刷するよう変更した。
すると、同時に展示するミニチュア本体と大きなサイズの差異が生まれ、ダイナミックな展示ができた。

斜め上から
撮影する！

斜め上から
撮影する！

完成！

3 年生有志学外展　「憑依する "null" 展」

会期：2022.1.29~1.30
開催場所：相模原市民ギャラリー

ミニチュア写真作品 3 点を出展。
広報班マネージャーとして運営に参加。
スケージュール管理、メインビジュアル制作補助等を行った。

会期後は指名を受け、図録班マネージャーとして鋭意製作中。
スケジュール管理、データ管理、各部署との連絡連携、編集等を行っている。

展示

制作プロセス
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デッサン



dessin
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ポテトチップス、電球、キッチンペーパー
制作時間：270 分

麻紐、発泡トレイ、フェルト
制作時間：300 分

パキラ
制作時間：300 分

手
制作時間：300 分



dessin
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手、鬼灯
制作時間：300 分

紙風船
制作時間：180 分

手、ガラスコップ
制作時間：300 分
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最後までお読みいただきありがとうございました。

プロフィール、中扉の作品について

「光と影」
今の自分を構成する要素の一つに、たくさんのぬいぐるみがある。
今はもう触れることがなくなってしまったものたちも、私の影と
なって支えてくれている。
初めてのセルフポートレート作品。






