
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

①出欠は学期内全科目の規定回数を全て満たしている。

③試験は学期末に行われる期末試験ですべての科目が60点以上である。
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専任教員が担当する授業のキャリアデザインでは、毎回同じ者が担当する。

また、試験・課題・出欠・就職・学校生活についてはそれぞれの担当がいる。

長期欠席者への指導は電話確認、保護者への連絡、面談など。

資格・検定名 種 受験者数 合格者数
ウェブデザイン検定３級 ① 18人 13人
Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード ③ 18人 6人

人 Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒクリエイター能力認定試験スタンダード ③ 18人 12人
人 東京商工会議所カラーコーディネーター検定３級 ③ 18人 10人
人 レタリング技能検定試験４級 ③ 18人 13人
％ Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート ③ 1人 0人

■卒業者に占める就職者の割合 Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒクリエイター能力認定試験エキスパート ③ 1人 0人
％

（令和元

6 名 7.3 ％

専門学校　文化デザイ
ナー学院

昭和51年4月1日 荒井　真次
〒310-0026
茨城県水戸市泉町１丁目３番２２号

（電話） 029-303-1010

（別紙様式４）

令和２年７月３１日※１
（前回公表年月日：令和元年７月３１日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人リリー文化学園 昭和51年1月22日 理事長 大久保博之
〒310-0021
茨城県水戸市南町２丁目３番１４号

（電話）

文化・教養 産業デザイン専門課程 広告プロモーションデザイン学科
平成２０年文部科学省

告示第１２号
－

学科の目的
本学科は、広告デザイン業界においてデザイナーとして就職並びに活躍できる人材の育成を目指し、グラフィックデザインやWebデザイン、雑
誌編集や映像デザイン等の分野に関して専門的な教育を行うことを目的とする。

029-224-4820
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成26年3月31日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

0時間 ０時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間 2910時間 750時間 2160時間 0時間

学期制度
■１学期：4月1日～9月30日
■２学期：10月1日～3月31日 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法

総合評価　A.B.C.D(D=単位不可)部分評価を総合して4段階で評価す
る。


１８０人 ８２人 ０人 ３人 １７人 ２０人

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す
るか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
M-SPO賞

年度卒業者に関する

（令和2年5月1日時点の情報）

長期休み

■学年始：4月4日
■夏　 季：7月25日～8月20日
■冬　 季：12月25日～1月7日
■学年末：3月16日

卒業・進級
条件

②課題は学期内の規定課題作品を全て提出し、その評価は60点以上である。

学修支援等

■クラス担任制： 無

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応

■サークル活動： 無

就職等の
状況※２

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
デザイン事務所・印刷会社/販売促進・販売企画/写真・WEB・映像/広告代理店/
教育/サービス

（令和元年度卒業者に関する令和２年5月1日時点の情報）

■就職指導内容

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載

（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
www.bunka-gakuen.ac.jp

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

令和２年3月31日時点において、在学者76名（令和元年3月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由
（例）学校生活への不適合・経済的問題・進路変更等

①方向性や適性など進路変更　②病気による社会生活・就学困難

■中退防止・中退者支援のための取組
対策として、欠席率の段階によって教職員による面談をしている。１段階指導として担当の面接、２段階指導として主任以上の職員による面接を実施している。また、課題の提出状況も把握し適切に指導出来る
ように、全ての規定課題（提出義務課題）については教務提出としている。経済的問題に対しても細かく配慮し、保護者との面談を行っている。奨学金や国の教育ローンなどを利用することによる資金計画につい
て相談し、就学困難を回避している。また、昨今増えつつある精神的な病気についても出来る限り配慮することとし、安心して就学出来るように細かい面接等をしている。これらの細部にわたる「学生に対する配
慮」が退学率を低くしており、「愛情をもって接する」という一人ひとりのスタッフのスピリッツにより支えられている。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入

「AO入学」・・・学力だけでなく、本校の掲げる学生像（アドミッションポリシー）と照らし合わせ、好きなことを学び職業に活かしたいという熱意や職業理解
などを作文や面接で総合的に判断する入学方法。プレスクール無料、入学選考料免除(通常15,000円が無料)
｢指定校推薦入学」・・・デザインの分野に強い興味と熱意があり、入学を希望する者が本校の定める基準を満たし高等学校の推薦を受けた場合、高等学
校との信頼関係に基づき優先的に選考を行う指定校推薦による入学方法。入学選考料免除(通常15,000円が無料、入学金５万円免除(通常150,000円が
100,000円）

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率
令和元年4月1日時点において、在学者82名（令和元年4月1日入学者を含む）

業界人を囲む会・卒業生を囲む会・就職ガイダンス・企業見
学・模擬面接

■就職率　　　　　　　　　： 93.8

： 83..3
■その他

■卒業者数 18
■就職希望者数 16
■就職者数 15

1

http://www.bunka-gakuen.ac.jp/


種別
①
③
③
①
③
③
③
①
①
③

（開催日時）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

　　　２回  　／　毎年　２月、７月

第１回　令和元年７月２２日　15：00～17：00
第２回　令和２年２月１０日　13：30～15：30

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

川上　大輔 専門学校　文化デザイナー学院 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

荒井　真次 専門学校　文化デザイナー学院 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

菅谷　守 学校法人　リリー文化学園

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育
課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基
本方針

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

迫間　美香 茨城インテリアコーディネーター協会 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

令和２年２月１０現在

名　前 所　　　属 任期

杉浦　時彦 株式会社　アットワーク 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

倉田　稔之 茨城デザイン振興協議会

本校は、企業が求める人材ニーズや地域の産業振興の方向性を把握し、職業教育を向上させるために、企業・団体と連携して授
業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫を行うなど、企業等の要請を考慮した実践的かつ専門的な教育課程の編成を行うこ
ととし、各学科の関連業界の動向や地域の産業振興に関して知見を有する業界団体の役職員や、実務に関する知識、技術、技能
に関して知見を有する企業の役職員の方々を委員とする教育課程編成委員会を設置し、様々な意見を活用して教育課程を編成
することを基本方針とする。

橋本　人志

坂　大樹 株式会社　スタジオサカ 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

椿本　学
西條　友弥子

いばらき印刷株式会社

下記図にあるように、教育課程編成委員会は校長が直轄して委員会を開催する。委員会は、授業科目の開設や授業内
容・方法の改善や、企業が求める人材や就職に関して審議し、その結果を取りまとめ教務会議に報告する。教務会議
は、報告のあった事項についての意見を活用し教育課程を編成するものとする。

学校法人　リリー文化学園 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

株式会社　水戸京成百貨店 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

山本　貴広 ウェディングプロデュースショップ　エクラ

茨城県デザインセンター 令和2年2月10日～令和３年3月31日（１年）

横須賀　弘 有限会社　コムスペースデザイン 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

大久保　雄司

小川　憲一 茨城県建築士事務所協会

活用状況教育課程編成委員会等の意見

2019年度　第1回教育課程編成委員会（7月22日）の活用状況

◆全学科全学年
授業名：就職に関する授業
　　2019年度後期授業より取り入れる

①意見委員（坂委員）
カリキュラムは時代の変化に合わせて新しいことを取り入れてお
り良いと思う。人材育成について、今年度に入って5月頃に就職
活動日を利用して学生が企業見学に来たが、企業訪問をする
にあたって指導はしているのか。仕事内容に興味を持って見学
に来てくれたのだとは思うが、その後に届いた礼状は65円切手
が貼られ、宛名が表ではなく裏に書かれていて、差出人は書か
れていなかった。封筒で手紙を出したことがない世代になってき
ているのだと実感した。最近はメールやLINEでやり取りする企業
も多くなってはいるが、手紙で礼状を出すのであれば、その指導
が必要だと感じた。礼状で評価を下げるのはもったいない。

カリキュラムは時代の変化に合わせて柔軟に対応している。広告プロモーションデザイン学科で
は、将来の動画広告の需要増加を見込み2020年度入学生から映像・アニメーションの授業を全
員必修科目に変更予定である。各学科ともに授業構成や資格試験などは時代のニーズに合った
内容としていきたい。
毎年各学科2年次の夏休みを利用し企業見学会を実施している。企業訪問にあたっては、言葉
遣いや服装、マナー、礼状の書き方などの事前指導を行っている。そして、訪問後には教務部が
礼状を確認し実際に礼状の送付まで学生自ら行うことを経験している。また、就職活動を意識し
たマナー講座を特別講師に依頼し10月に実施している。
しかしながら、就職活動の場面でその経験を活かせなかったことを今後の指導に繋げていきた
い。ご意見の通り学生が手紙や電話に慣れていない世代となってきたと感じる。繰り返しの指導を
行い学生にとってマイナスにならない教養を身に付けさせたい。また、指導する側にとってもこう
いった状況を情報共有し、事前のチェックを欠かさないようにするなど指導方法に活かしていきた
い。

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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学　　　　　　　　　　生

広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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⑥意見委員（迫間委員）
資料の様式4にはインテリアコーディネーター試験の受験者が1
名となっているが、受験は任意なのか。また、ファッション&ブライ
ダルビューティ学科で行っているサービス接遇やロールプレイン
グの授業はインテリア&家具クラフト学科では行っていないのか。
インテリアコーディネーターの仕事も打合せが多く、ヒアリング力
が求められるので、授業を行ってもよいと思う。ファッション&ブラ
イダルビューティ学科でＤＩＹの授業に入るなど、各学科間での授
業の互換はしているのか。

◆インテリアデザイン学科全学年
　授業名：資格取得に関わる授業
　2019年度より取り入れる

⑦意見委員（小川委員）
学生建築展に昨年度も出展してもらったが、他の学校ではどん
なことをやっているかを知ってほしい。建築をやっている人が減っ
てきている。ずっと建築を続けてほしいので、モチベーションを上
げるためにも賞を設けている。出展した学生は、他の高校生や
大学生の作品を見て、終わってから自分の作品に対して、何か
改めて自己評価のようなものは出しているのか。
出展した学生本人が他の作品を見てどう思ったか、客観的に見
て自分の作品はどうだったか、学校で出させてもいいのではない
かと思う。

二級建築士について、受験資格要件が変わり、門戸が少し開い
た。実務経験が必須だったものが、先に資格の受験ができる。3
年間で二級建築士が取得できるようなカリキュラムでよいので
はと思う。先に話に出ていた礼状の書き方などは一般常識の範
囲だが、ネットで調べもしないのかと驚いた。学生の性格やスキ
ルは様々なので、学校として指導することは大変だと感じた。

同世代の学生がどんな作品を制作しているのか知ることはとても刺激になると感じる。そして、業
界にも目を向け評価を受けた作品や良いデザインを見て自分の作品となにが違うかといったこと
を感じてほしい。
現状は学生展に出品した学生が振り返ってプレゼンテーションの中に入れることはあるが、フィー
ドバックまではしていない。学校生活の中では、講演会を受講した際などはレポートを書いている。
学校内のプレゼンテーションでも同じクラスの学生の作品を見て評価をし、自分の作品作りに活
かしている。修了制作展という学内の作品展も他学年、他学科の作品を見て自身の作品を振り
返ることができる機会となっている。しかし、なかなか行動に移せずに終わってしまうこともあり、強
制的に見る機会を設けることも必要性を感じる。まずは皆で見に行く機会を設けることを検討す
る。
二級建築士については、受験対策授業は行わないが、受験資格を取得できるカリキュラム構成に
はなっている。卒業してからの受験になる。３年間で資格取得までを目指すカリキュラムを考えると
本校の特色であるデザイン教育や実践的な学習の時間を割けなくなってしまうため、受験資格
取得までにとどめている。また、総合資格学院と連携しており、卒業後は資格取得に特化したサ
ポートを受けることができる。

様式4のインテリアコーディネーターの受験者数は、2年次の受験者になるので任意になる。今年
度からは2年次で全員が受験する。不合格の場合にもインテリアデザイン研究科で再度対策授
業と受験を目指せるシステムとしている。資格取得者は別な授業を受講する。
インテリアや建築を仕事にする上でヒアリング力を養うことは重要だと考える。修了制作課題や外
部と連携した課題制作においては、レクチャーや視察の時間を設け、学生が直接クライアントから
要望をヒアリングしている。少数だがインテリア販売の仕事を目指す学生もおり、サービス接遇や
ロールプレイングの授業は効果が期待できる。現状としては、各学科間での授業の互換は今のと
ころ行っていないが、学科内で異なる学年が同じ授業を受講している例がある。学科間の互換は
プラスアルファの学習となるので、学生の知識が不足していることに関しては就職活動の際に個
別で指導を行っている。学習効果や単位など考えなければならないことは多いが、授業を運営し
ていく上で選択肢の一つとしていきたい。

④意見委員（杉浦委員）
業界人を囲む会で話をして感じたことは、学生が本当にファッ
ションを好きなのか分からないということ。反応がありそうなキー
ワードを出すがリアクションがない。ファッションブランド名やデザイ
ナーも知らないし、ファッションの歴史も知らない。映画から話を
繋げようとしても映画も知らない。水戸からファッションを盛り上
げるのは不毛なのかと感じてしまう。少しでもファッション業界に
入っていけるような人材育成をしてほしい。
昨年度に入社希望の学生が面接に来たが、何をしたいのか自
分でも分かっていない。もっと色々と経験してからの方がよいと、
私の面接の前に不採用になった。他から企業見学に来た者もマ
ンツーマンでの接客が嫌だとＷＥＢショップを希望していて、人と
接する事が嫌いなのだろうかと残念に思う。人材として迎え入れ
たいのは人間力のある人である。

好きの深さについては常々感じている。好きだったら、あれもこれも知りたい、となってほしいが、狭
い範囲で留まってしまう。五感を刺激して知識を広げてほしいと、デザイナーの講演会を行うなど
機会を提供したり、キャリアデザインの授業を通して職業や企業について調べたりしている。また、
ファッションブランドについて学ぶ授業があり、見識を広げる教育を展開し、好きな事や仕事で生
きるようなことを自らが調べられる指導を行っているが、今一度内容の見直しを行う。そして、イン
ターネットで知ったことが全てと感じてしまうような現状だからこそ業界の第一線でご活躍されて
いる方の言葉が響くのではないかと感じる。外部評価を客観的な現状と捉え、教育活動に活かし
ていきたい。
学生が採用面接の場で自分のやりたい仕事や将来の目標を伝えることができなかったことは残
念に思う。３年間の学校生活を通して人間的にも魅力的な人材となることを改めて意識して就職
指導に当たりたい。また、学校のクラスというコミュニティの中はもちろんだが、学校の外に出たとき
に周囲と円滑にコミュニケーションをとれることは大切である。リクルートの研修会の中でも、これか
らの時代に求められる人材像として、主体的に物事に取り組み、目標に向かってリーダーシップを
とりながら行動できるような人材と触れられており、企業の声と一致していると感じた。専門知識
を身に付けることはもちろんだが、現在のカリキュラムの中でも人間力を養えるような指導を心掛
けたい。

◆全学科全学年
　授業名：就職に関わる授業
　2019年度後期授業より取り入れる

⑤意見委員（山本委員）
昨年度、別の専門学校生を1ヶ月半の間、学ばせる機会があっ
た。なぜウエディングの仕事を選んだか聞くと、少し興味がある
からという返答だった。興味から好きになってもらえたらと思って
いたが、いざ始まってみると、まず挨拶ができない。郵便局員で
も誰でも必ず来客には挨拶をすることを職員には徹底している
が、声も小さく、何度言っても挨拶ができない。電話の出方も分
からない、緊張しているからか、敬語も使えない。マナー講座も必
要だと思うが、挨拶など、もっと基本的な部分を教える必要があ
ると思う。

SNSや動画共有サイトのようなソーシャルメディアを使い中高時代を過ごして来たデジタルネイ
ティブと言われる世代が学生となってきている。他校の学生の例ではあるが他人事とは思わず捉
えていきたい。挨拶や電話対応、敬語などは社会人として必要な教養であると感じる。
ファッション系学科の授業ではサービス・接遇につながる授業を増やす予定であり、講和を通して
意識付けすることから、学生が実際に体験をして学んでいけたら良いと思う。
挨拶に関しては日々の学校生活の中でも取り組んでいけるのではないか。また、本校は地域と連
携したイベントも多い。お客様を迎えるために言葉遣いを勉強しても良いと思う。学生が学びたい
と思うきっかけを作ることが大切ではないか。

◆インテリアデザイン学科全学年
　授業名：資格取得に関わる授業
　2019年度後期授業より取り入れる

◆全学科三学年
授業名：就職に関する授業
2019年度後期授業より取り入れる

②意見委員（椿本委員）
就学支援について、全学科が対象になるのか。
4月から卒業生を採用したが、その卒業生と他の職員何名かで
デザイン案を出したら、卒業生の案が採用されて驚いた。3年間
学んだ基礎力の高さだと思う。
就職率100％とあるが、これは学生が選んだところに就職できて
いるということか。また、学生は求人をどのように選んで応募して
いるのか。そういった就職活動は学校として指導を行っているの
か。

修学支援新制度については、研究科を除く全学科が対象となる。３年間で最大３３０万円の支援
が受けられる。高校３年生にとっては進路選択の可能性が広がる制度である。また、在校生の中
にもアルバイトで学費の一部を賄っている学生がおり、要件を満たし支援を受けられればより一層
学業に専念できる環境になる。
卒業生が実際に企業で評価を受けることを大変嬉しく思う。新卒に求められる業界のニーズは
年々高くなっていると感じる。３年制のカリキュラムで他校にない人材育成を行うことが、本校の魅
力向上にもつながると感じる。
就職率は学生が希望した企業に就職した率になっている。就職活動中は受験をして不採用とな
る場合もあるが、複数社受験し最終的に学生自身が希望する企業に就職していく。
就職指導については、学生が就職斡旋サイトから情報収集して求人を見つけることも多いが、学
校にいただいた求人の中から探す学生も多い。教務スタッフは学校求人を見て、学生の希望職
種や性格に合う企業を紹介している。教務スタッフはインターネット上の情報に加えて企業の特
色や仕事内容を伝えることができるので、学校求人に応募するケースは多くみられる。

◆全学科全学年
授業名：就職に関する授業
　　2019年度後期授業より取り入れる

③意見委員（糸井委員代理）
学生の希望した企業に100％就職しているのか。
ファッション&ブライダルビューティ学科については、細かい部分
までカリキュラムが組まれている。インテリア&家具クラフト学科に
ついては、インテリアコーディネーターの資格対策授業は強みに
なるので、継続してほしい。各学科で専門性の高い授業を行っ
ていると思う。全学科の総合的な授業として社会人としてのスキ
ルを上げる授業を入れてはどうか。敬語が使えない、聞いてない
から分からないという新卒者もよくいる。就職後、何年くらい働い
ているか把握しているか。離職しないためのフォローを総合的な
授業で行えればよいと思う。

就職は学生自身が入社を希望した企業に就職している。
インテリアコーディネーター資格試験は継続して対策授業を行っていく。３年間の中で全員が合格
を目指したい。
コミュニケーション力が高い学生もいれば、自分の中にこもりがちな学生もいる。就職指導の一環
としてマナー講座やスーツの着こなし講座など行っているが、人間力を育成する時間も必要かも
しれない。㈱リクルートの協力で前期講師会の中でこれからの人材育成についての研修会を行っ
た。その中では主体性を持って様々な人々と協働して学ぶことも挙げられていた。人間力はこれ
から就職活動を控える学生にとってますます重要になると感じている。キャリアデザインの授業の
中で行うのか、別に時間を設けるのかも含めて検討してサポートしていきたい。
離職についてはある程度は把握しているが、すべて把握することは難しさも感じる。しかしな
がら、原因を分析することは重要であると考えている。企業が求めるものと学生のイメージに
ギャップがあるのかと思う。就職指導で改善できるのか、学生時代にキャリアデザインが不足して
いるのかなど、企業訪問を行い次の学生に活かす取り組みを模索したい。

◆全学年全学年
　 授業名：作品制作に関わる授業
　 2019年度後期授業より取り入れる
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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◆全学科全学年
  　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2020年度も継続

⑥意見委員（迫間委員）
よくマーケティングしている。ターゲットを絞って表現できている。
ベースが浸透していると感じた。気になった点はデザインがメイ
ンで構造的にはどうか、ということ。例えば泥の付いた靴はどこで
洗うのかなど気になった。また3Dパースはきれいだが、模型がや
や雑である。導線については考えているが、中のインテリアには
触れられていないことが残念だった。
課題にチーム性を持たせ、店舗デザイン＋広告デザインのような
学科を超えてチームで制作できるとよい。

⑥インテリア＆家具クラフト学科1年生、インテリアデザイン学科2年生については、模型制作にお
いては授業数を増やし造形に成果が見られた。3年生に関しては、修了制作と連動した授業数が
限られている点はあるが、最終学年として目標となるような作品を制作できる指導を心掛けた
い。今回取り組んだテーマに関しては、キャンパスリニューアル計画と題し、クライアントの要望に合
わせて広大なキャンパスから各自で計画地を設定したため、スケジュール的に時間を消費してし
まい模型制作まで拘りを表現できなかったことは反省点としていきたい。
また、インテリアについては、１年次はカラースキーム、2年次は3DCADと模型でインテリア計画を表
現している。2年次については店舗デザインという観点からも、模型も含めインテリア詳細まで提案
できる力が足りないと感じる。指導の強化ポイントとして今後の制作に活かしていきたい。
今回はインテリア＆家具クラフト学科１年・インテリアデザイン学科2年・広告プロモーションデザイ
ン学科3年が同じクライアントに対し提案を行ったが、学科の垣根を越えた学習が実現すればより
幅の広い視野でデザインを学ぶことができる。しかし、スケジュールや時間割の問題など課題も
挙げられる。

◆全学科全学年
   授業名：修了制作にかかわる授業
　　2020年度も継続

③意見委員（西條委員）
プレゼンについては、やはり3年生になると目を見て人に自分の
考えを伝えるということが実践できていると感じた。パネル表現
については、ターゲット設定やアウトプットのレベルは高い。基本的
にはアウトプットしたものだけなので、そこに至るプロセスがもう少
し見えると良かったと思う。クライアントへのものだけでなく、例え
ば市場調査を行った際の資料や他の事例を調べてまとめたもの
などがあってもよい。途中経過が見られるともっとよいと感じた。

③広告デザイン、建築デザイン、ファッションの分野における成果物はその魅力を一目見て伝えら
れることがプロのデザイナーとして求められることだが、学生の学習段階においては、制作課程を
目に見える形で残すことの必要性も感じている。例えば広告プロモーションデザイン学科１年生で
はキャラクターデザインに取り組んだが、ラフ案をファイリングして展示している。ファッション＆ブラ
イダルビューティ学科1年生においても、ターゲットとなる女子高生像を示した資料をファイリングし
ている。調査・分析といったデザインの制作プロセスを体得する必要がある初年度の修了制作に
おいては、例年過程が見える展示を計画している。また、全学科においても展示における資料の
見せ方の部分で工夫ができる可能性があるので講師と相談して指導に活かしていきたい。

◆全学科全学年
   授業名：修了制作にかかわる授業
　　2020年度も継続

④意見委員（糸井委員代理）
今回は我々百貨店がクライアントだったらどうだろうか、という目
線で見学していた。3回目の見学だが、一番熱くて深いプレゼン
を聞けたと思っている。広告の学生のひまわりタクシーは、ター
ゲットを設定して、それぞれストーリー立てて構築していると感じ
た。そもそもこのプロモーションは那珂市からニーズを与えられて
いるのか。そうであればニーズに対しての答えの部分は少し薄
かったのかもしれない。プロセスはよく分かるし厚みがあるが、例
えば、若い人を集客してほしいというニーズがあって、キャラク
ターをデザインして、そうすることでこうなるという「こうなる」の部
分、クライアントに対してのアンサー部分がもっと具体的に見える
と良かったと思う。あとは入学希望者、高校生の作品見学者を
増やしてあげることで学生のより良い環境、モチベーションにも繋
がると感じた。

④未来がどうなるか分からず、発展・革新のスピードが速い現代社会では、デザイナーには表現
力だけでなく、顧客状況の的確な整理・分析が求められる。様々な問題点を抽出し、その中から
取り組むべき課題を発見できる力が需要になり、デザインで表現し、プレゼンテーションできる力
を養うことが重要だと考える。そのために修了制作ではレクチャーや現地視察を行い、クライアン
トの現状を知り、課題を発見することから取り組んでいる。そして、各自が発見した課題を解決す
るためのデザインのアイディアが出た段階では、中間審査を実施し方向性をクライアントに確認す
る機会を設けている。そして、制作段階では授業内でブラッシュアップを繰り返し作品の質を高め
ていく。これらの制作プロセスを作品展示やプレゼンテーションでより具体的に伝えることを検討し
たい。
　また、修了制作展は学生の学習成果や本校の取り組みを広く伝えることができる機会であり、
教務職員や学生の高校訪問や企業、卒業生へのDM送付などで周知を図っている。特に高校生
の来場は学生のモチベーションに繋がる。期間中は体験入学会を実施し高校生へのPRができる
ため、来場を増やしていきたい。

◆全学科全学年
   授業名：修了制作にかかわる授業
　　2020年度も継続

⑤意見委員（山本委員）
プレゼンを見て、企画に対してしっかり調べていると感じた。イン
テリアの鯉淵学園の課題で、学生が皆、地べたに座っているとい
うことはどうやって調べたのか、なぜ道路に面している部分に塀
を建てて囲われている方がいいのか、どうしてそうしたのかを知
ることができればよかったと思う。そうするに至った過程部分が
もっと分かるとよい。ファッションの2年生のディスプレイでは、毛
糸で血管を表現していた学生がいたが、固定概

⑤仕事をする上ではさまざまな業種・業態に関わることが日常で興味の有る無しに関わらず、リ
サーチをして現状を把握し、問題点を発見する力が必要であると考えている。講師と教務部の間
では講師会を通してプロセスの重要性を確認している。クライアントには必ず学生へのレクチャー
を行っていただき、夏期休暇期間に学生はリサーチをすることから課題を進めていく。１年次には技
術や知識を身に付けることも大切であるがデザインを考える上でのそうしたプロセスをしっかり体
得することを重要視している。よって１年次は手描きや手作業を用いることが多いが、デザインのプ
ロセスを理解した上で学年が上がったときに技術が身に付くことでクライアントが驚く提案に繋が
ると感じている。そうした方針は引き続き継続していきたい。今後も、プロセスを伝えることや資料
に取り入れていく事などを指導していきたい。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　 2020年度も継続

①意見委員（倉田委員）
完成度も高く見応えがあった。もう少し見学時間があるとよかっ
た。デジタルが整う前は作品を制作することに時間がかかった。
今はillustratorやPhotoshop、Google earthなど使用して簡単に作
ることができる。インテリアの作品でも模型の屋根にカラーコピー
の紙を貼ることが悪いわけではない。ただ手軽にできる分、他の
ところに余力を注力して本題に切り込んでいってほしい。見た目
の仕上がりも大事だが、本質がずれないようにすることが大事で
ある。

➀デジタル表現の技術は日々進歩している。例えばAIが特定のキーワードをもとにロゴマークを生
み出したり、3DCADを使用したイメージパースの制作においてもレンダリング技術の進歩によりク
オリティの高い表現が可能となっている。今後さらに技術の進歩により早く、美しいものが容易に制
作できるようになる。そのような時代でデザイナーに求められることは、課題解決力となる。クライ
アントをより深く理解することはもちろん、的確な課題設定を行い、解決するためのデザインを提
案できる力を養う課題としたい。そこでは、人と人とのコミュニケーションやデザイン力が必要とな
る。社会環境の変化と業界で必要とされる人材像をしっかりと掴んで育成ができる体制を整えて
いく必要がある。加えて、インターネットやデジタル技術の進化をどのように受け入れ、授業に取り
入れていくかという事も重要な検討内容だと考えている。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
    2020年度も継続

②意見委員（椿本委員）
毎回見学時間があまりなく、ざっと見るだけで終わってしまうの
が残念。広告3年生のプレゼンは好きが全面に出たプレゼンだっ
た。気になった点は、何も見ずできる学生と紙に書いてあること
を読み上げている学生、準備不足が気になった。

②プレゼンテーションの重要性を認識している。ただ伝えるのではなく、自分の考えをクライアント
に納得させる論理的な説明力、分かりやすい表現でデザインできる力が必要である。そして、自
分の作品に自信を持って伝えることが大切である。そこに必要なことは原稿を読み上げるだけに
ならない、プレゼンテーションの基本的な技術を習得することはもちろん、主体性を持って作品制
作に取り組むことではないかと考える。クライアントの課題を自分事として捉え、解決に向けて努
力ができる人材育成を目指したい。新しく掲げた文化デザインマインドを通しても学生に伝えてい
る。そのためには、これまでの連携課題で行ってきた、現場視察や中間審査、最終的なプレゼン
テーションの機会は継続して設けていきたい。インターネットを使って調べることは必要だがそれだ
けが全てではなく、クライアントから直接聞くことや実際に現場を見て感じることが大切である。そ
れが、自分事として取り組んだ作品をクライアントにしっかりと伝えたいという想いを持てるような
過程を経ることにつながると考える。

活用状況
2019年度　第2回教育課程編成委員会（2月10日）の活用状況

教育課程編成委員会等の意見

◆インテリアデザイン学科全学年
　授業名：資格取得に関わる授業
　2019年度より取り入れる

⑧意見委員（萱内委員代理）
就職率100％の内訳について、インテリアデザイン学科とファッ
ションコーディネート学科は、学科内でほぼ同じ職種に就職して
いて不自然さを感じる。3年間学んで、その上で違う職業を選ぶ
学生はいないのか。100％という数字に、その職に就かなくてはい
けないというプレッシャーを学生は感じたりしないのか。

その年度によって就職する業種は多少異なる。インテリアデザイン学科で言うと、一昨年度には
家具・雑貨・ガーデンの業種への就職者はいなかったが、昨年度は希望者がいて就職している。
ファッションコーディネート学科では、例年、縫製業に就職する学生はあまりいないのだが、その学
生は作ることが好きで縫製業へ就職している。多少の違いはあるが、やはり好きなものの範囲内
に収まるのだろうと感じている。教務部の就職指導の中では、個人面談や求職票をもとに求人と
学生の希望をマッチングさせている。また、３年制で幅広く学べるカリキュラムとしており、学生に
とっては職業選択の幅が増えていると考えている。

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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◆全学科全学年
　 授業名：修了制作に関わる授業
　 2020年度も継続

⑦意見委員（小川委員）
作品のレベルは見栄えのするものだった。学生のプレゼンは、自
分の言葉で考えたことを伝えようとしている。自信を持ってプレ
ゼンできていたと思う。広告1年生はコンセプトもしっかりしていて
よかった。インテリア3年生の鯉淵学園は大きなテーマだが、実
際に現場に行って自分なりに見て考えて出した結果を表現でき
ている。主体的な考えを表現していくということを実践できてい
る。２～３年前から比べても自分の考えをより出せていると感じ
た。これから入学してくる学生たちも主体性を持って話せる学生
ばかりではない。卒業するとき主体性を持って話せるようになっ
ているかが大事。100％の学生が自分の好きな仕事に就けるよ
うに指導していってほしい。

⑦プレゼンテーションに関しては、日々の授業の積み重ねが大切である。一朝一夕に上手になれ
るものでないため、各授業ではプレゼンテーションの機会を多く設けている。特に、修了制作にお
いては、学科や学年の垣根を越えてプレゼンテーションを実施することも多く、勉強になっている。
学生が自信を持ってプレゼンするためには、プレゼンに至るまでの取り組みも重要であり、実際に
現場に足を運んで気づいたこと、取材をして聞いたことや感じたことを根拠に話すとクライアントの
納得感も大きい。インターネットで様々な情報が得られる利点を活かすことも必要だが、学生が
主体的に課題に取り組み、自分事として提案を行うためには、クライアントの想いを聞くことや実際
の現場を見て知ることが重要だと考え今後の指導も行っていきたい。そして、そのような主体性を
持った学生は、自分自身の将来設計も明確にすることができ、やりたいこと、得意なことを仕事に
できると考える。

◆全学科全学年
　 授業名：就職に関わる授業
　 2020年度も継続

⑧意見委員（横須賀委員）
プレゼンのクオリティは上がっていると思う。修了制作は２～３ヶ
月はかかると思うが、学生は就職に向けてどの段階から動き始
めるのか。
内定をもらったら就職活動は終わりなのか。それとも大学みたい
に内定が出ても動いているのか。
理想と現実の差で離職する新卒者は多い。２～３社は見た方が
いいのではないかと思う。デザインや設計をやりたくても実際の
仕事で気持ちが折れてしまう。せっかく就職しても何年後かには
全く違う仕事に就いている。本当にやりたいところを見つけてほし
い。

⑧就職活動に関しては大学生のスケジュールに合わせて指導を行っている。3月1日の会社説明
会解禁に合わせて、前年度6月からハローワークによる就活レクチャーをスタートに準備を進めて
いる。業界人を囲む会、企業見学会、卒業生を囲む会、就職ガイダンスを2回実施しており、就職
活動の具体的な方法から業界で求められる人材像の確認や目標とする企業の働く環境を確認
し、卒業生からの実際の就職活動の方法を学んでいる。
専門職のため内定を貰えた学生は多くが就職活動を終了し、インターンシップや研修に参加し就
職に備える。中には、継続して活動を行い、数社内定を貰うケースもある。
企業とのミスマッチを防ぐために教務職員による個別面談と指導を中心に学生は就職活動を
行っている。求人紹介をする上では適性を見極め、キャリアを築ける企業を見極めることに留意し
たい。また、学生自身が望んだ就職を妨げることはないが、内定を貰えない焦りや社会を十分に
理解しきれていないこともある。そのような場合には教務職員のアドバイスが重要となる。適材適
所の指導を心掛けたい。

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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本校は教育方針として、「職業実践主義」「プロセス・表現主義」「デザインマインド教育」の三つを掲げている。特
にデザインプロセスの実践的学習として「情報収集」→「分析」→「企画」→「デザイン制作」→「プレゼンテーショ
ン」までの流れを体験的に学習することは、上記の教育方針を総合的に理解することができると考える。そのために、
地域においてデザインを必要とする企業・団体・自治体と連携して学生に「現実的テーマ」与え、担当講師の指導の
下、一連のデザインプロセスについて質の高いデザイン力を習得することを目的として実習・演習を行うことを基本方
針とする。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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科　目　概　要

那珂市
株式会社水戸京成百貨店

連　携　企　業　等

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

映像・アニメーション

セールスプロモーション

科　目　名

感性をトレーニングし、物事の構造を分析理解することで創作を導く
考え方を学ぶび、表現する技術へと繋げる。 那珂市

株式会社水戸京成百貨店

グラフィックデザイン実践

グラフィックデザインⅡ

株式会社いばらきスポーツタウン・マネジ
メント

写真やコピーなど様々な素材を融合させたイメージを、コンセプトに基
づいてグラフィックデザインとして完成させる。

デザインのプロセスを踏み、企画と表現が訴求力を持つグラ
フィックデザインの研究と、得意とする表現方法を研究す
る。

企業の経営を意識した形で企画を練り、販売を促進させる具
体物としてのデザインをどの様に活用させ繋げるかを考え
る。

映像・アニメーションの原理・技術を学び、Webに応用できる
コンテンツ制作技術を身に付ける。編集についてはCM制作に
基づいて学ぶ。

ビジュアルデザイン

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成

ア
ン
ケ
ー

ト

授
業
満
足
度

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

就
職
指
導

職
業
実
践
教
育

授業の質向上

専
門
知
識
・
技
術

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

学
生
指
導

教務専任教員兼任教員

学　　　　　　　　　　生

広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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「地域デザインについての研修」
・令和元年8月8日　10：00～
　講師：那珂市 企画部 部長 大森 信之、政策企画課長 益子 学、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明
　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦、係長 小堆 朋和
　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣

・令和元年8月6日　10：00～　
・令和元年9月21日　16：00～　
　講師：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈

「今般の求人状況と就職活動方法の研修」
・令和元年6月10日　13:00～14:30
　講師：水戸公共職業安定所　学生ジョブサポーター　青天目ゆかり/田端夏絵

「企業が求める人材像・企業の就職状況の研修」
・令和元年8月7日　10:00～11:30
　講師：株式会社メディアクロス水戸  取締役兼事業開発担当　髙橋　司

「実践的な就職活動方法」
・令和元年11月19日　9:00～10:30
　講師：学校法人リリー文化学園　秘書室　求人担当　長谷川　なおみ

文化デザイナー学院　講師会
・平成31年3月23日 10:45～11：45
　講師：株式会社リクルート北関東マーケティング　進学事業部営業　営業第２グループ　小泉洋次郎
　　　　　「VUCAな未来に必要なもの」

・令和元年9月27日 10:50～11：50
　講師：株式会社リクルート北関東マーケティング　進学事業部営業　営業第２グループ　小泉洋次郎
　　　　　「文化デザインマインドの実践に向けて」

茨城デザイン振興協議会　講演会
・令和2年2月18日 15:00～17：00
　講師：デザインディレクター、富山県総合デザインセンター所長 　桐山登士樹
　　　　　「明日を創るビジネスモデル　～モノづくりからコト育て～」

また、教務専任教員は、学生指導・就職指導能力を高めるため、企業人事担当者を訪問し人材ニーズを把握するととも
に、企画立案及び打合せを通して実践的な指導力を高めている。さらに、キャリアデザインを通してマインド教育や職
業人育成に努めている。
プロの兼任教員と教務専任教員が相乗的に教育指導に当たることにより、知識・技術・人材教育をトータルに行う職業
教育が可能になっている。

（２）研修等の実績

上記の指導体制を基に、「職業に関連した実務に関する知識、技術及び技能についての研修等」は、本校が重要視して
いるデザインのプロセスを教育するために、企業や行政にご協力を頂き教員が一堂に集まる教員会等で意思の疎通を図
りながら組織的及び計画的に取り組み実施している。それぞれの担当する科目の視点よりレクチャーを受けられる機会
になっている。
「授業及び生徒に対する指導力等の修得・向上のための研修等」は、企業・外部講師・ハローワークにご協力頂き、組
織的及び計画的に受講させるため、年間研修計画のスケジュールに基づき実施している。
また、諸規定等では、年間研修計画により「職業に関連した実務に関する知識、技術及び技能についての研修等」並び
に、「授業及び生徒に対する指導力等の修得・向上のための研修等」が、教員に対し必ず受けなければならない研修と
なっている。

①専攻分野における実務に関する研修等
組織的に位置図けられた研修等の対象、内容、期間について、実務に関する研修等については、企業や行政等との連携を行う
授業がメインとなる。内容は、広告デザインの分野においても、デザインのプロセスの部分が重要となる。昨年度の研修では先ず
初めに、デザインを考える際には、単なる決められた制作物を作るのではなく、その場所や施設、環境に合った制作物が求めら
れるため、ターゲット層の分析やその施設がどの様に使われているかなどの内容を説明頂いた。次に、デザインはきれいに作る
だけではなく、いかに効果的な制作物を作る事が出来るのかが重要であるため完成を見せる前に需要に沿った内容になってい
るのかを中間的なレクチャーを頂いた。最終的には制作物をアウトプットさせ販促グッツ等はモックアップまで制作し、必要な場合
には企画書を用意してプレゼンテーションを実施し、その後のアドバイスを頂いた。期間については、半年間にわたり実施した。

②指導力の修得・向上のための研修等
生徒に対する指導力等については、キャリアデザインに関連する授業が該当する。就職の指導を行うためには企業の
事・マナー・履歴書等の描き方・ポートフォリオ(作品集)の制作など多岐にわたる。昨年度の研修では、6月にハロー
ワークから今の求人情報や施設の利用方法などのレクチャー・7月に業界を代表する方をお呼びして業界について講
話・11月にマナー講座を実施している。

デザインは、教科書的にまとめられる領域は少なく、実務実習型の授業がほとんどである。
従って、授業を受け持つには、例えば、広告デザインの分野では、デザイン構成やＤＴＰ技術はグラフィックデザイ
ナーが教え、カラーコーディネートはその有資格者が教え、Webデザインは、Webデザイナーが教えている。インテリア
デザインの分野では、設計製図は一級建築士が教え、インテリアコーディネートはインテリアコーディネーターの有資
格者が教え、３ＤＣＡＤ（３次元パース）は建築士の中でも、その技術を習得した者が教える。エクステリアデザイン
に関しては、造園業にも精通したプロが教えるという具合である。また、本校のファッションコーディネートは流通小
売業の分野を学ぶもので、商品知識、接客、仕入れ、ディスプレイ、経理、はもとより、ネイルアート、フラワーコー
ディネート、ラッピング、雑貨・ファッション小物制作等、それぞれの専門的授業に対して、その分野のプロが授業を
受け持つことが必要になる。
専任教員が教えられる領域を、はるかに超える授業内容である。
この様な観点から、本校は、ほとんどの授業においてその分野で活躍するプロの兼任教員が授業を担当し、学生の職業
実践的能力を高めている。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

本校は、下記図のように、実務に関する知識、技術、技能に関しては「プロの兼任教員」が教授し、学生に対する様々
な指導、マネジメントに関しては教務専任教員が担当している。

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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・令和元年8月8日　10：00～
　講師：那珂市 企画部 部長 大森 信之、政策企画課長 益子 学、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明
　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦、係長 小堆 朋和
　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣

・令和元年8月6日　10：00～　
・令和元年9月21日　16：00～　
　講師：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈

「今般の求人状況と就職活動方法の研修」
・令和元年6月10日　13:00～14:30
　講師：水戸公共職業安定所　学生ジョブサポーター　青天目ゆかり/田端夏絵

「企業が求める人材像・企業の就職状況の研修」
・令和元年8月7日　10:00～11:30
　講師：株式会社メディアクロス水戸  取締役兼事業開発担当　髙橋　司

「実践的な就職活動方法」
・令和元年11月19日　9:00～10:30
　講師：学校法人リリー文化学園　秘書室　求人担当　長谷川　なおみ

文化デザイナー学院　講師会
・平成31年3月23日 10:45～11：45
　講師：株式会社リクルート北関東マーケティング　進学事業部営業　営業第２グループ　小泉洋次郎
　　　　　「VUCAな未来に必要なもの」

・令和元年9月27日 10:50～11：50
　講師：株式会社リクルート北関東マーケティング　進学事業部営業　営業第２グループ　小泉洋次郎
　　　　　「文化デザインマインドの実践に向けて」

茨城デザイン振興協議会　講演会
・令和2年2月18日 15:00～17：00
　講師：デザインディレクター、富山県総合デザインセンター所長 　桐山登士樹
　　　　　「明日を創るビジネスモデル　～モノづくりからコト育て～」

Ⅰ教育理念　Ⅱ教育目標　Ⅲ教育方針　Ⅳ年度目標

Ⅰ学生支援体制
Ⅰ施設・設備状況　Ⅱ防災・災害に対する対応　Ⅲ保険の加入
Ⅰ募集の動き　Ⅱ広報媒体　Ⅲ募集体制　Ⅳ学費
Ⅰ財務

Ⅰ企業・団体等連携の成果　Ⅱ企業・団体等連携の一覧

（１１）国際交流
（１０）社会貢献・地域貢献

（３）研修等の計画

学校で決められた年間研修計画に合わせて、担当がキャリアデザインとの関連性について各施設や企業と調整を行う。
それぞれの研修等には企画書を作成し目的を明確にさせ実施している。学校ではその様な研修等を行う際には、必ず企
画書の読み合せを行い、関係するすべての職員が内容を把握している。

（８）財務
（７）学生の受入れ募集

Ⅰ個人情報の保護　Ⅱ学校自己点検・自己評価　Ⅲ学生作品と著作権の問題

平成3１年度　学校関係者評価結果の活用状況
学校関係者評価結果 活用状況

◆意見項目
評価基準1  教育理念・目的

◆随時対応
対象：全学科全学年
授業：

① 評価表より委員意見(関根委員)
高校生の進路選択には保護者の影響が強く、親への周知徹底
は重要である。

① デザインの仕事に対する保護者の理解度は高いとは限らない。本校が育成する職業像はクラ
イアントの要望に応えるデザイナー職であることを体験入学会で説明している。卒業生の就職先
についても、グラフィック系では大企業の企画・広報やデザイン事務所、印刷会社、ファッション系
ではゼネラルチェーンのブランドや地元アパレル企業、インテリア系では設計・インテリア事務所
やインテリア販売・ガーデンなどクリエイティブな分野で幅広い企業に就職している。さらに、高校
生とは別対応を行い、授業料や奨学金制度、学生作品の説明を通して本校で学べる内容を伝
えている。
　また、これからA.Iが発達する社会の中においても代替え不可能な職業としてクリエイティブ分野
が挙げられている。そして、保護者に対しては、職業像や就職先、これからの社会の中で本校の
学生がどのように活躍していけるのかをしっかりと伝えていく必要がある。

（９）法令等の遵守

Ⅰ就職指導の全体方針　Ⅱ就職目標設定と28年度報告　Ⅲ就職に対する本
校の特徴　Ⅳ就職指導体制

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標

（４）学修成果

（６）教育環境

本校は、「専門学校における学校評価ガイドライン（平成２５年度文部科学省策定）」を踏まえ、学校教育活動や学校
運営の状況について企業や業界の役員又は職員並びに卒業生の方に参画頂き、自己評価の結果を評価することを基本と
して、学校関係者評価の実施及び公表を行い、教育活動や学校運営の改善に取り組むことを基本方針とする。

（２）学校運営 Ⅰ学校運営の方針　Ⅱ授業計画　Ⅲ学校組織のありかた　Ⅳ意志決定のプ
ロセス　Ⅴ業務の効率化

①専攻分野における実務に関する研修等
学校が年度当初に教務会議にて年間研修計画を立案し、その後に企業及び行政とデザインとの関連性について協議を重ね、研
修等についての時期と内容を講師の授業計画に合わせ調整し決定する。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（５）学生支援

（３）教育活動

Ⅰ学科編成における全学科を通しての共通な特徴　Ⅱ各学科の概要　Ⅲカ
リキュラム　Ⅳ単位認定・成績評価の考え方　Ⅴ資格取得・国家資格に向
けた授業　Ⅵ業界との協力体制　Ⅶ企業・団体等連携授業　Ⅷ業界からの
授業成果に関する協力　Ⅸ修了制作展　作品の展示　Ⅹ実践的な職業教育
（インターンシップ）

②指導力の修得・向上のための研修等

（３）学校関係者評価結果の活用状況

※（１０）及び（１１）については任意記載。

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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◆意見項目
評価基準2  学校運営

◆引き続き対応
対象：学校運営・全学科全学年
授業：

◆意見項目
評価基準5  学生支援

◆継続的に対応
対象：学校運営全学科全学年
授業：

⑩評価表より委員意見（髙松委員）
公的な支援を受けられるような取り組みは大きい。

⑪評価表より委員意見（関根委員）
学生満足度アンケートの中で就職活動に関して、履歴書
のポイント等も指導があれば良かったとの記載がある。
履歴書の書き方（書く内容）に不安があるのではないか
と思った。

⑩高等教育の修学支援新制度における機関要件の確認事務については令和元年6月25
日にスケジュールと申請書様式が公開された。令和元年６月28日（金）より申請受付
がスタートし、補正後9月20日に公表が予定されている。平成26年より文部科学省の
認定を受けた職業実践専門課程の取り組みが活用できる部分が多く、これまで積み上
げた実績を活かして申請が受理されるよう進めていきたい。
給付型奨学金制度と修学支援制度を併用できると経済的理由を抱え進学が困難だった
生徒にとっては進路変更が十分可能な制度であり、修学支援制度の認定校となること
は学校にとっては大きな恩恵となる。

⑪履歴書の記入については２年次のキャリアデザインで書き方を指導し、３年次には
就職活動で実際に使用することを想定して記入の練習を行っている。ひとりひとり添
削を行い指導しているが、企業へ提出する際には急ぎのケースや、学生自身も直前に
アドバイスを求める傾向があり、十分に指導を受ける時間が取れなかったのではない
かと感じる。しかし、自信を持って就職活動に臨むためには、事前指導が重要であ
り、学生自身も添削や書類作成に必要なスケジュールを確保するなどの自己管理が重
要であるため、スケジュール管理に関する意識付けも必要である。

② 業務効率については、電話やメールの使用時間を制限したことで、これまで夜間に対応するこ
とが多かった電話やメール対応の時間が減り効果が出た。また、学生への連絡方法をLINE＠に切
り替えたことで、一度にクラス全員へ周知を図ることができるようになり、業務が軽減した。
これからの目標としては、スケジュール管理をさらに機能させ効率化とともに均等化を目指した
い。

③ 学生の個人情報については、引き続き留意をしたい。教務スタッフは学生の様々な情報を紙
や電子データで扱っている。学生簿や奨学金の書類など紙媒体については、教務室の外へ不用
意に持ち出すことがないようにしている。また、教務内担当者が保管・管理をしている。また、ネット
ワークのセキュリティ強化を2018年に実施した。外部へ繋ぐインターネットと共有サーバーへ繋ぐ
ネットワークを分けるシステム構築を行った。

④ 時代の変化や学生の変化を捉え、対応をとっていくことは大切である。数年前にはないツール
が学生にとって当たり前のものになっていることもある。運用前に想定された懸念点も、問題なく
活用できている。

⑤ 3の規則については文化デザイナー学院　職制にて運営組織が確認できる。意思決定機能に
ついては、毎日行われる終礼や半期に一度の判定会議が教務会議に該当し、学校行事や募集
活動、就職斡旋等の学校運営に関わる事項を協議し意思決定を図っている。講師会議も半期に
一度実施しており、学校の方針を協議し意思決定機能を図っている。また、月間で実施するリー
ダーミーティング、週間で実施するキャリアミーティングで学校全体に関わる事項や各学科に関わ
る協議と意思決定が行われている。
４の規程（人事、給与）については、就業規則にて職員の就業に関する事項がまとめられている。
それぞれについて委員会資料にて確認をお願いしていた。

② 評価表より委員意見(新名委員)
前年比で業務効率が大きく進んだのではないか。また、
学生の個人情報の取り扱いには引き続き留意してほし
い。

③ 評価表より委員意見(関根委員)
個人情報の取り扱いには十分に気をつけてほしい。

④ 評価表より委員意見（竹越委員）
学生への連絡方法にLINEを選択したことは分かりやすくて
良いと思う。学生に身近なツールを利用することは親切
である。

⑤ 評価表より委員意見（安藤委員）
3の規則（運営組織や意思決定機能）、4の規程（人事、
給与）については確認できなかったので判断がつかな
い。

◆意見項目
評価基準3  教育活動

◆即対応
対象：学校運営・講師
授業：

⑥評価表より委員意見（安藤委員）
教員の適正数については評価基準が不明瞭。⑫～⑭につ
いても同様。

⑦評価表より委員意見（関根委員）
学生満足度アンケートで評価があまり良くなかった講師
へはどのように伝えているか。

⑥ 専任教員についてはクラス担任制をとっており、クラス運営に必要な人員を配置し
ている。学科によりクラスの人数にバラつきもあるが、その際は他のスタッフがサポー
トに入る体制を作っている。個人面談や模擬面接指導を行う際は学科の垣根を越えて対
応している。
また、本校のほぼすべての授業は兼任教員より運営している。兼任教員については約
60名を招き、一人の指導に偏らない教育を実施している。
上記の状況については、P2～②学校運営、P9～③教育活動資料にて示している。

⑦ 学生満足度アンケートの結果については、精査して次の学期に反映している。評価
があまり良くなかった場合でも、原因が講師にあるケースもあれば、学生自身のモチ
ベーションに問題があるケースもある。授業の評価が数値で示されることは、教育の質
を維持・向上していく上で大変参考になる。しかし、良い評価を得ることが目的となら
ないように気を付けたい。
以上を前提とし、満足度が良くない講師へは次の学期が始まる前に教務部が打合せを行
い改善されるよう協議を行っている。アンケート結果については講師会にて具体的評価
を数値化した資料をお渡ししている。

◆意見項目
評価基準４  修学成果

◆引き続き対応
対象：学校運営・全学科全学年
授業：就職活動に関わる授業

⑧評価表より委員意見（新名委員）
他校と比べ退学率は低いのではないかと思う。学生の目標意識
が高いことと学校の努力の結果ではないかと思う。

⑨就職率100％を目標にするだけでなく、学生の望む就職を大
切にしているところが良い。

⑧インテリアデザイン学科及びファッションコーディネート学科についてはほぼ退学者
を出していない状況であり、本校はインテリア・ファッションについては県内で唯一の
分野であることから、目的意識・修学意識の高さが伺える。また、担任とのコミュニ
ケーションが円滑にとれていることが、学生のサポートとなっているのではないか。
広告プロモーションデザイン学科については、通信制の高等学校出身の学生が多いこと
もあり、毎日学校へ登校することや集団生活に慣れていないこと、精神的な弱さを持ち
合わせているケースもある。それらを乗り越える力は、好きなことを学びたいという気
持ちや同じ趣向を持つ友人関係であると感じる。キャリアデザインや個人面談では学ん
でいることが職業につながっていくことを理解し、学修意欲に繋がるようサポートして
いき、様々なイベントに参加することで社会性を身に付け、人間関係を築いていくきっ
かけとなるよう指導していきたい。

⑨本校の教育はまさに学生の望む就職を得るためにある。新卒採用の状況は売り手市場
と言われ、学生優位の状況であるが、学生ぞれぞれが持つ個性や適性に合う職種ばかり
ではない。これからの社会で活躍できる人材は、問題意識や主体性が重要となる。その
ためには自らの特性を活かせる就職を選択することが第一歩である。目標を定め、目標
に向かって学業に励むことができる環境を作ることを大切にしたい。
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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種別
業界団体
企業等委員
卒業生
企業等委員
企業等委員
卒業生
業界団体
企業等委員
卒業生

◆意見項目
評価基準7　　学生の受け入れ募集

◆継続的に対応
対象：学校
授業：

⑭評価表より委員意見（新名委員）
少子化が進む中、学生募集活動を熱心に実行している。

⑭３年前よりコンサルタントのアドバイスを仰いでいることにより学生募集に対する
職員の意識が変化していることを感じる。高校進路ガイダンスや体験入学会の現場で
も新規来校者の獲得や来校者のリピート来校仮予約など、目的を明確にして活動する
ことができるようになった。これまでのノウハウを蓄積できており、年間を通して計
画を立て活動することができている。
これからの高校教育には2020年度の大学入試改革や中高一貫校の設置増加など様々な
変化が起こり、その動向を注視する必要がある。少子高齢化を迎える社会の中で専修
学校の職業教育に求められるものを常に把握し時代に合わせた教育を行い、それを募
集活動でPRしていくことが重要である。

◆意見項目
評価基準6  教育環境

◆継続的に対応
対象：学校
授業：

⑫評価表より委員意見（安藤委員）
大震災等の際には、行政が指定した避難場所までの訓練が必
要ではないか。

⑬評価表より委員意見（髙松委員）
災害に対する対応は必須である。

⑫⑬災害に対する危機感は常に意識している。年に一度行う避難訓練では校舎から一次避難
場所（小泉駐車場）へ素早く移動する訓練を行っている。大規模災害を想定した場合、行政が指
定する避難所（五軒市民センター）への避難誘導をシュミレーションしておく必要もある。避難訓
練の際には、教職員に対し周知を図り災害への備えることも必要と考える。また、学生に対しても
在学期間の中で一度は避難所への経路を確認できる訓練を検討しても良いと考える。現状の
課題としては、屋外避難経路として、屋外階段を使った避難の実施を優先事項と考えている。内
階段を使った避難訓練を例年実施しているため避難経路として屋外階段は非常に重要である。

⑱評価表より委員意見（新名委員）
更に企業・団体等との連携強化に努めていくことに期待
したい。

⑲評価表より委員意見（竹越委員）
学生が考え制作したものが実際に街中に出て運営されて
いることが地域にも学生にも双方に良いと思う。

⑳評価表より委員意見（安藤委員）
地域団体等との連携は良く取れていると思う。

㉑評価表より委員意見（髙松委員）
地域への貢献度は高い。

㉒評価表より委員意見（関根委員）
地域貢献を積極的に行っていることは素晴らしい取り組
みだと思う。

⑱⑲⑳㉑㉒今年度も既に10件以上の地域連携課題や地域イベントへ参加が予定されて
いる。近年はこれまで培ってきた実績が広く周知され様々な案件の問い合わせが入って
くる。しかし、企業・団体との連携を図る際には受動的に依頼を受けるのではなく、公
共性や社会貢献度・学修効果を考え進めていかなくてはならない。連携を進めるに当
たってはレクチャーや資料の提供、中間審査でのアドバイスなど教育活動への理解とデ
ザインの保護や著作権の有り方について協定書を結んで進めている。外部との連携のノ
ウハウもいくつもの事例を通して蓄積できており、スムーズに連携を図れている。地域
のニーズを学習プログラムに落とし込むことで、地域で活躍するために必要な実践的な
力を身に付ける大変有意義な内容となっている。そして、それらの取り組みが本校の独
自性や付加価値を高めていると感じている。引き続き地域連携を推し進めていきたい。

⑮⑯⑰他社（他者）の権利侵害のリスクから自分を守ることと自身の創作物の権利を
守ることはクリエイターにとって大変重要なことである。そして、プロになる前の段
階から著作権の意識を学生に持たせることはデザイン教育においても欠かせないもの
を考える。法律が関わるので難しい講義だったという印象で終わらないよう自分事と
して捉えられるような内容を目指したい。竹越委員の意見のように具体的な金額や方
法を交えて話をすることは一つの方法だと考える。著作権について学べる機会は継続
して設けていきたい。

◆意見項目
評価基準9  法令等の遵守

◆継続的に対応
対象：全学科全学年
授業：

⑮評価表より委員意見（竹越委員）
著作権の件で弁護士を頼むにはいくらかかるのかなど、
具体的な金額や方法を交えて話をする機会があり、とて
もためになることが多かった。具体的な数字が見えると
イメージしやすくて良いと思う。

⑯評価表より委員意見（関根委員）
学生に著作権のことも本当に重要なことだと教えてほし
い。弁護士の講話の機会は継続してほしい。

⑰評価表より委員意見（岡田委員）
著作権についての弁護士による講義は非常に有効だと思
う。

◆意見項目
評価基準10  社会貢献・地域貢献

◆継続的に対応
対象：学校
授業：

竹越　萌野

迫間　美香 茨城インテリアコーディネーター協会

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

阿久津　裕司 株式会社根本建築設計事務所 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

関根　貴雄 株式会社関根工務店 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）安藤　理 水戸ステーション開発株式会社

髙松　啓士 有限会社メイクス 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

住谷　強生 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）株式会社ジェイディーアールスミヤ

平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

　　　令和元年６月１７日現在

アセビデザイン 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

任期
新名　勝彦 茨城県中小企業団体中央会 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

名　前 所　　　属

岡田　寛和 株式会社光和印刷 平成31年4月1日～令和３年3月31日（２年）

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）　・　令和元年7月31日
URL: www.bunka-gakuen.ac.jp

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長
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教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成

ア
ン
ケ
ー

ト

授
業
満
足
度

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

就
職
指
導

職
業
実
践
教
育

授業の質向上

専
門
知
識
・
技
術

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

学
生
指
導

教務専任教員兼任教員

学　　　　　　　　　　生

広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。

0
1
2
3
4
5

制作スケ

ジュール

コミュニ

ケーション

力

企画力

デザイン力

プレゼン

テーション

力

社会への

貢献性

学修成果の評価

広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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Ⅰ教職員数　Ⅱ教職員の組織　Ⅲ教員の専門性 兼任講師一覧

学校行事への取組状況と課外活動　Ⅱ教育環境について
Ⅰ学生支援の取組状況
Ⅰ学生納付金　Ⅱ奨学金について
Ⅰ監査報告書　Ⅱ貸借対照表　Ⅲ収支計画書
Ⅰ自己評価・学校関係者評価の結果　Ⅱ評価結果を踏まえた改善方策
Ⅰ国際交流　Ⅱ留学生の受入れ（出願資格・出願書類）
Ⅰ学則　Ⅱリリーアカデミーグループに関する情報（１１）その他

（８）学校の財務
（９）学校評価
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状
況に関する情報を提供していること。」関係

（２）各学科等の教育
Ⅰ広告プロモーションデザイン学科　Ⅱファッションコーディネート学科
Ⅲインテリアデザイン学科

（３）教職員

（４）キャリア教育・実践的職業教育
Ⅰキャリア教育・就職支援への取組状況　Ⅱ実践的職業教育 実習・実技
等の取組状況

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
Ⅰ学校の教育・人材の育成の目標及び教育指導計画、経営方針、特
色　Ⅱ校長名、所在地、連絡先等　Ⅲ学校沿革、歴史　Ⅳその他諸活
動に関する計画

URL:www.bunka-gakuen.ac.jp
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
（３）情報提供方法
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

本校は、基礎的情報をはじめ、本校の特色、教育活動の状況やその成果・実績、また学校運営の状況に関する情報を積極
的に企業等関係者に提供することを通し、本校教育の意義・役割等に対する理解を深め、学校内外の実習、就職指導など
企業等との連携による活動の充実や、業界のニーズを踏まえた人材育成に向けての教育内容のさらなる充実に取り組むこ
とを基本方針とする。

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

・教育課程の実施
・授業内容・方法の
　　　　　改善・工夫 教育課程編成指示 審議結果の報告

審議事項の意見を活用して教育課程の編成を行う

講師会議 校長

教務会議

教育課程編成委員会教務部

教育課程の編成
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広告プロモーションデザイン学科1年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　PRキャラクターの提案

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 課長補佐(統括) 篠原 広明様

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー・視察参加者 講師：益子和明先生、小池隆夫先生

教務：川上

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 29名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 28名も参加）

中間審査会実施日 2019年12月13日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画グループ 課長補佐(統括) 篠原 広明様、課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

講師：小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科1年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月17日（金）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：小池隆夫先生 教務：荒井校長、川上

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　29名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生7名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長　先崎　光様　

　　　　　  　那珂市　副市長 宮本　俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括）　篠原　広明様、政策企画グループ　課長補佐　橋本　芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ　係長　小堆　朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様

　　　　　　　利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎7F　L702教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎7F　L702教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

・キャラクターの制作については一定の成果が得られているが、制作物のボリュームについては次年度以降も検討する必要
がある。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

青木 栄恵、青栁 朋希、石橋 なごみ、小幡 未結、斎藤 愛華、深谷 友美　選抜　6名（29名中）

ひまわりタクシー賞：斎藤 愛華（さいとう　まなか）「しののめさん」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：青木 栄恵（あおき　はなえ）「のったりー」

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や
実車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実
車の撮影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。ま
た、中間審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内
だけでは補いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・ラフ画を製本し1冊にまとめることで、様々な角度から課題を捉えアイディアを出し
ていくこと、たくさんのアイディアを比較検討しブラッシュアップすることを身に付けた。
（作品制作）

・制作したキャラクターを車体ラッピングやポスター・缶バッチに展開し、実用化した
際のイメージを伝えた。キャラクターの活用を考えた提案を行い実践的な学修につ
ながった。（問題解決）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考え
を発表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うこ
とができた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に「設定が良い」「斬新である」「発想が良い」とのコメントを
頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋がる結果になった。（外部
評価）

・那珂市の既存の公式キャラクターが存在していたことから、今回の提案にあたり関係性や共存を考えながらデザインするこ
とに苦労した様子だった。
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広告プロモーションデザイン学科2年

2019年度　修了制作

課題名 那珂市ひまわりタクシー　広報プロジェクト

レクチャー 2019年8月8日（木）10：00～　レクチャー　那珂市中央公民館

レクチャー対応 連携団体：那珂市 企画部 部長 大森 信之様、政策企画課長 益子 学様、政策企画課 篠原 広明様、

　　　　　　　政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

レクチャー参加者 講師：益子 和明 先生、小池 隆夫先生 教務：川上

中間審査会実施日 2019年12月4日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム教室

中間審査会参加者 連携団体：那珂市 企画部 政策企画課長 益子 学様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様、係長 小堆 朋和様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子 和明 先生、小池 隆夫 先生 教務：荒井校長、川上

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29名

授業内評価実施日 2020年1月10日（金）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

講師：益子 和明先生、小池 隆夫 先生

広告プロモーションデザイン学科2年 全員　　29+名（29名発表した中から最終プレゼンテーション発表学生6名の選抜）

最終プレゼンテーション実施日 2020年2月20日（木）14:00～16:00　那珂市中央公民館

最終プレゼンテーション参加者 連携団体：那珂市長 先崎 光様、那珂市 副市長 宮本 俊美様

              那珂市　企画部　部長 大森　信之様、政策企画課長　益子　学様

　　　　　　　政策企画課　課長補佐（統括） 篠原 広明様、政策企画グループ 課長補佐 橋本 芳彦様

　　　　　　　政策企画グループ 係長 小堆 朋和様

　　　　　　　茨城第一交通株式会社　代表取締役　安藤　慎治様、取締役　篠原　英夫様

　　　　　　　那珂営業所　所長代理　青木　幸夫様、利用者代表　猪野　地予子様、鈴木　かしく様

　　　　　　　株式会社水戸京成百貨店 総務部 課長 安藤 貴臣様

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者 那珂市長賞：藤咲 真弥（ふじさく　まや）

審査会実施日 2020年2月8日（土）10:00～11:40　本校舎3F　L301教室

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加　

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 2年次修了制作部門　最優秀作品賞：平川 華恋（ひらかわ　かれん）

茨城デザイン振興協議会 会長賞：成田 ヒカリ（なりた　ひかり）

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

・リーフレット外注印刷物に関してスケジュールの事前調整を早く始めた方がよかった。

教務対応担当 荒井校長・川上・小笠原

企業・団体等 連携課題　実施報告書

広告プロモーションデザイン学科 2年全員　28名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 29名も参加）

佐藤 未来、成田 ヒカリ、平川 華恋、深作 杏、藤咲 真弥、若林 さくら　選抜　6名（28名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者よりひまわりタクシーの現状についての説明や実
車を見る機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、資料の提供や実車の撮
影調整、運転手へのインタビューの調整など様々なご協力をいただけた。また、中間
審査会やプレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけでは補
いきれない内容もご指導いただけた。（現状分析・問題発見）

・グラフィックデザインⅡではひまわりタクシーの魅力を伝えるためのコンセプトを試行
錯誤しながら考えることを繰り返した。２年次に修得すべき写真やイラスト、文字原稿を
使ったレイアウト技術や表現技術をパンフレット、ポスターの制作を通して学ぶことが
できた。（問題解決・作品制作）

・グラフィックデザイン応用ではひまわりタクシーの利用促進のためのグッズをデザイン
した。目的や内容に合わせたグラフィックやグッズを提案した。グラフィック表現の幅を
広げ、様々な提案ができる企画力を養った。（問題解決・作品制作）

・中間審査会では、団体担当者に向けプレゼンテーションを行い、現在までの考えを発
表・具体的な助言を頂く事で方向性の確認や不足している部分について補うことがで
きた。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「インパクトがある」、「アイディアが良い」、「様々な展開が考
えられている」とのコメントを頂き、今回の課題設定が上手く学生の学修効果へと繋が
る結果になった。（外部評価）

・茨城県庁2階県民ホールにて選抜2名の作品を2/18(火)～2/22(土)の期間展示して
いただき今回の取り組みを広く周知できた。

・ターゲットの設定が高齢者や子育て世代、京成百貨店の利用者だったことから、ターゲットを理解することに苦労した様子も見ら
れた。
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広告プロモーションデザイン学科3年

2019年度　修了制作

課題名 まちなか・にぎわい・スポーツ広場(M-SPO)プロモーション企画

レクチャー・視察日 ①2019年8月6日（火）10：00～　本校5F　L502教室

②2019年9月21日（土）16：00～　アダストリア水戸アリーナ

レクチャー対応 ①②株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

レクチャー・視察参加者 ➀講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、藤田直樹先生、江ヶ崎雅代先生、雨川充宏先生

教務：川上、藤咲、白石

広告プロモーションデザイン学科3年　18名（インテリアデザイン学科 2年 10名、インテリア＆家具クラフト学科 1年 11名も参加）

中間審査会実施日 2019年11月27日（水）13:00～16:10　本校3F L303教室

中間審査会参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長 ゼネラルマネージャー 川﨑 篤之様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

              株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生　　　　　教務：荒井校長、川上、小笠原

中間審査会発表学生 広告プロモーションデザイン学科　3年 全員　　18名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：船橋範行 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　3名（3名×1チーム、代表プレゼンテーションで発表）

（グラフィックデザイン実践ゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：岩間琢哉先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　10名（10名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2019年1月14日（火）9:00～12:10　本校6F プレゼンテーションルーム　　　　　　　講師：栃尾正俊 先生

広告プロモーションデザイン学科　3年 ゼミ専攻全員　5名（5名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生2名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2020年2月26日（水）14:00～16:00　本校6F プレゼンテーションルーム

代表プレゼンテーション参加者 連携団体：株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント マーチャンダイジング M-SPOショップ ユニットリーダー兼 店長 山口 祐利奈様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 事業開発ユニット 永井 優介様

　　　　　　 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメントスクール事務局兼広報　金子　瑞穂様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：渡邉本部長、荒井校長、川上、小笠原

代表プレゼンテーショ ン発表学生 セールスプロモーションゼミ：石﨑 侑香、川又 衣路梨、髙星 光人

グラフィックデザイン実践ゼミ：安齋 幸華里、笹嶋 未来

映像・アニメーションゼミ：鬼澤 晴香、森 満明 選抜　4名＋1チーム（18名中）

受賞者 M-SPO賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　安齋 幸華里

審査会実施日 2020年2月9日（土）10:00～11:40　本校舎1F　ギャラリー

審査会参加者 審査協力団体：茨城県におけるデザイン団体の代表者　　　　　　茨城デザイン振興協議会　会長　佐藤正和　様

本校講師：広告プロモーションデザイン学科担当　9名参加

学校関係者評価委員：光和印刷 岡田寛和様、水戸ステーション開発　安藤理様、アセビデザイン 竹越萌野様

卒業生代表：デザイン系企業で働く卒業生　3名参加

受賞者 3年次修了制作部門　最優秀作品賞：森 満明（もり みあ)

作品展示期間・場所 修了制作展（2020年2月8日～16日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井・川上・小笠原

・選手や試合風景などの写真素材に限りがあり苦労した様子もうかがえた。

・課題制作と合わせて作品展示まで含め授業計画を検討することが必要だった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鈴木茂兵衛商店を訪れ団体担当者よりについてのレクチャーを受け、
現状について詳しく知ることができた。また、茨城ロボッツの試合観戦を通してクライアントの理解
が深まった。（現状分析・問題発見）

・中間審査会では、団体担当者に向け現在までの考えを報告し、クライアントのリアルな意見をも
らえたことで方向性の確認と共に、実際の仕事で求められる問題解決力を養うことができた。ま
た、中間審査会や代表者プレゼンテーションへの出席や準備も快くご対応いただき、学内だけで
は補いきれない内容もご指導いただけた。（問題解決）

・各ゼミナール授業での制作とし、就職先に合わせた技術の修得につながった。企画立案から作
品制作、作品展示までトータルに仕上げることができた。（作品制作）

・学生らしい発想で生み出したアイディアを各ゼミナール毎に作品制作しクライアントの求める課題
に対し提案ができた。作品をプレゼンテーションで第三者に伝えることができ、最終学年にふさわ
しい実践的な学修につながった。（プレゼンテーション）

・連携団体からの評価に 「実際に活用する価値がある」、「デザインから販促方法までよく考えら
れている」、などのコメントを頂き、デザイナーへの第一歩を踏み出す最終学年として、M-SPOと
の連携課題から学ぶことが多くあり、学修効果へと繋がる結果になった。（外部評価）
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○
デジタルイラ
ストレーショ
ン

Adobe Photoshopの基本操作を習得し、ビッ
トマップ画像の概念や画像加工技術の基礎
を学ぶ。

1通 120 4 ○ ○ ○

○ 平面構成
グラフィックデザインの基礎となる2次元的
な形態認識とレイアウト(配置)感覚、平面
表現技法のトレーニング。

1前 60 2 ○ ○ ○

○
デザインコン
セプトⅠ

デザインに必要な「考える」ことの手順や
方法をトレーニングし、コンセプトの重要
性を理解する。

1通 60 4 ○ ○ ○

○ デザイン発想
デザインの基礎となるものづくりに対する
意識を高め、発想力を身に付ける。

1通 120 4 ○ ○ ○

○
ビジュアルデ
ザイン

感性をトレーニングし、物事の構造を分析
理解することで創作を導く考え方を学ぶ
び、表現する技術へと繋げる。

1通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○ 色彩理論
色彩心理に基づく科学的な配色計画の基礎
知識、「カラーコーディネーター検定試
験」対応授業

1前 30 2 ○ ○ ○

○ レタリング
書体（デザインのための文字）の形態認識
とレイアウト感覚のトレーニング・「レタ
リング技能検定」対応授業

1通 60 2 ○ ○ ○

○ PCリテラシー
基本的なPCの操作や知識と共に、一般文書
作成（Word・Excelなど）の基礎について学
ぶ

1前 30 1 ○ ○ ○

○ ＤＴＰ演習
Adobe Illustratorの基本操作を習得し、印
刷のプロセスを踏まえた紙媒体・印刷デー
タの基礎知識を学ぶ。

1通 120 4 ○ ○ ○

　　　科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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○ デッサンⅠ
デッサンの基礎技術を身につけるととも
に、物を見てその形態を認識する力を養
う。

1通 120 4 ○ ○ ○

○ 立体構成
平面表現技法を発展させ、3次元的な形態認
識と立体表現まで幅を広げた表現技法を学
ぶ。

1後 60 2 ○ ○ ○

○ 色彩理論特講
カラーコーディネーター検定試験3級合格に
向けた特別講義

1後 30 2 ○ ○ ○

○
デザインの配
色計画

色彩理論や目的に基づく配色計画を様々な
デザインに応用することを実践的に学ぶ。

1後 30 2 ○ ○ ○

○
WEB リ テ ラ
シー

Webページ制作をするために必要なHTML・
CSSの基礎やインターネットのしくみについ
て学ぶ。

1後 30 1 ○ ○ ○

○
キャリアデザ
インⅠ

自己のアイデンティティを再確認し、将来
の専門分野での適性を考える特別年間プロ
グラム。

1通 60 4 ○ ○ ○

○
ポートフォリ
オ

クオリティーの高い作品制作を目指し、作
品集を整備する事で就職を勝ちとる。

1後 ○ ○ ○

　　　科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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○ 文章構成
自分の考えを論理的にまとめ、説得力のあ
るプレゼンテーションなどができる文章力
を身につける。

2前 30 2 ○ ○ ○

○
デザインコン
セプトⅡ

デザイン表現全体の基本となるコンセプト
（考え方）と発想法を学び、プレゼンテー
ションまで実践的に学ぶ。

2通 120 8 ○ ○ ○

○
写真・雑誌構
成

グループ制作による雑誌媒体のコンセプト
ワークや制作のプロセスを通して、雑誌の
運営全体を捉える。

2通 120 4 ○ ○ ○

○ 写真構成
グラフィックデザインで重要な要素となる
写真についての基本をマスターし、撮影か
ら加工技術まで習得する。

2通 60 2 ○ ○ ○

○
デザインスタ
イル演習

デザイン史におけるデザインの源流に触
れ、演習を通して構成力・発想力をつけ
る。

2通 120 4 ○ ○ ○

○ デッサンⅡ
より高いデッサン力を身につけると共に、
構図やレイアウトなどデザインを意識した
応用デッサンを学ぶ。

2通 120 4 ○ ○ ○

○
グラフィック
デザインⅡ

写真やコピーなど様々な素材を融合させた
イメージを、コンセプトに基づいてグラ
フィックデザインとして完成させる。

2通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○
グラフィック
デザイン応用

考えてデザインを構築する力とグラフィッ
クデザインを重複させ一つのデザインにま
とめる事を学ぶ。

2通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○
ＷＥＢレイア
ウト

Webページ制作に必要なHTMLレイアウトや基
礎知識と、効果的な表現方法を学ぶ。

2通 120 4 ○ ○ ○

　　　科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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択
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修

自
由
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択
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・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

○
コピーライ
ティング

デザインのプロセスを考えながらものごと
の本質を捉え、訴求力のあるコピーを導き
出す手法を学ぶ。

2後 30 2 ○ ○ ○

○
キャリアデザ
インⅡ

社会の中でのアイデンティティを再発見
し、将来の専門分野での進路への手がかり
を得る。

2通 60 4 ○ ○ ○

○
ポートフォリ
オ

クオリティーの高い作品制作を目指し、作
品集を整備する事で就職を勝ちとる。

2通 ○ ○ ○

　　　科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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必
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択
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修

自
由
選
択

講
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演
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・
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習
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実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

○
セールスプロ
モーション

企業の経営を意識した形で企画を練り、販
売を促進させる具体物としてのデザインを
どの様に活用させ繋げるかを考える。

3通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○
映像・アニ
メーション

映像・アニメーションの原理・技術を学
び、Webに応用できるコンテンツ制作技術を
身に付ける。編集についてはCM制作に基づ
いて学ぶ。

3通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○
広告イラスト
レーション

表現力の応用として、クライアントを意識
し訴求力のある広報を可能にするイラスト
レーションを考える。

3通 120 4 ○ ○ ○

○ DTP演習応用
Adobe Indesignの基本操作を習得し、雑誌
などページ物全般の基礎知識と制作のプロ
セスを学ぶ。

3通 60 2 ○ ○ ○

○
デザイン実務
と印刷

実際に求められるデザインの実務テクニッ
クと印刷工程とプリンティングについて学
ぶ。

3通 120 8 ○ ○ ○

○
デザインコン
セプトⅢ

メディアの特性を理解し、ユニット形式で
調査・分析・提案というプロセスを実践す
ることで、企画力と人間力を高める。

3通 120 8 ○ △ ○ ○

○
グラフィック
デザイン実践

デザインのプロセスを踏み、企画と表現が
訴求力を持つグラフィックデザインの研究
と、得意とする表現方法を研究する。

3通 120 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

○ WEBデザイン

Adobe Dreamweavenorの基本操作を習得し、
基本的なページ構成の知識とWebの特性を理
解したうえで、ビジュアル化された企画書
作成・提案ができる力をつける。

3通 120 4 ○ ○ ○

○
ウェブデザイ
ン検定対策

「ウェブデザイン技能検定試験3級」対応授
業。また、Webで使用されるFlashや
javascriptについて学ぶ。

3前 60 2 ○ ○ ○

　　　科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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校
　
　
外
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任

兼
　
　
任

○ WEBコンテンツ

Webで使用されるFlashやjavascriptについ
て学ぶ。またweb用ポートフォリオや架空店
舗のサイトを制作することで構成力を身に
付ける。

3後 60 2 ○ ○ ○

○
キャリアデザ
インⅢ

社会人としての意識やマナーを身に付け、
デザイナーとしての将来計画を考える。

3通 60 4 ○ ○ ○

　　　３７科目

授業科目等の概要

（産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科）平成３１年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

合計 ２９１０単位時間(１２２単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

選択必修授業は学年で２つ以上履修する事
１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）
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