
【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。

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 28人 25人
Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード ③ 27人 10人

人 Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒクリエイター能力認定試験スタンダード ③ 27人 27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 28人 18人
人 レタリング技能検定試験3級 ③ 28人 18人
％ Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート ③ 2人 1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 4人 2人
％

（令和２

3 名 3.3 ％

（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
学状況等について記載します。

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。

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）

《2021年度募集に向けての支援制度》
「特待生推薦入学」・・・高等学校での学習の取組において、地域社会と向合い、自ら課題を発見し解決に向けた行動を行い、自らの提案をプレゼンテー
ションしてきた成果を残された者に、地域から世界で活躍する事を目標とする人材の就学支援をすることを目的とする入学方法。
1年次：入学金は全額を支給(通常150,000円が無料)
1年次・2年次・3年次：授業料は半額を支給(通常650,000円が325,000円)、維持費は半額を支給(通常100,000円が50,000円)、実習費は半額支給(1年次／
通常80,000円が40,000円、2・3年次／通常130,000円が65,000円)
※進級時に学内判定会議で基準を満たしていないと判定された場合は、特待生特典を失い一般生となる。

■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

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

（令和3年5月1日時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率
令和２年4月1日時点において、在学者91名（令和2年4月1日入学者を含む）
令和３年3月31日時点において、在学者88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。

■卒業者数 28
■就職希望者数 25
■就職者数 25

■サークル活動： 無

就職等の
状況※２

■主な就職先、業界等（令和２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
販売促進・販売企画/WEB/デザイン事務所・印刷会社/写真・映像/広告代理店 （令和2年度卒業者に関する令和3年5月1日時点の情報）

■就職指導内容
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　　　　　　　　　： 100

： 89.3
■その他 ※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
水戸ワイン賞、城里町長賞、古内茶生産組合賞、茨城デザイン振興
協議会会長賞

・進学1名／就職希望なし2名

年度卒業者に関する

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 プチみとコミックフェスティバル、水戸デザインプロジェクト、茨城デザイ

ン振興協議会 公園＆パネルディスカッション

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 ９１人 ０人 ３人 １７人 ２０人

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

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

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

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）

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３年７月３１日※１
（前回公表年月日：令和２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

1

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


種別
①
③
③
①
③
③
③
①
①
③

活用状況教育課程編成委員会等の意見

2020年度　第1回教育課程編成委員会（8月18日）の活用状況

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　 2021年度も継続

①意見委員（倉田委員）
以前、7年間当校で講師を務めていたが、個別での指摘は難し
いので全体的な意見を述べる。
広告プロモーションデザイン学科の講師陣は、殆ど知っている方
で顔ぶれを見れば大丈夫だと思っている。
私が学生の頃はWebや映像の影もなかったが、この先、卒業し
てからも3～5年は活躍するであろう。だが10年後には、世の中
にない職業が生まれ、その対応が同じように求められる。今思え
ばデジタルが出てきた時に対応できなかった者達は淘汰され
てしまった。
具体的なデザインテクニックも学んだが、色々な角度でデザイ
ンの理念を学んだ。デジタル化の荒波に耐えることができたの
は、デジタルを道具として使える即戦力も大事だが、デザイン
の本質を教えてくれる講師の対応が大切である。この講師たち
が揃っていればやってくれると思う。

➀広告プロモーションデザイン学科では主に県内外でフリーランス・起業をされて活躍されてい
るデザイナー、ディレクターを講師陣として迎えている。業界の動向をいち早く掴み、教育内容に
反映させるためにはプロ講師の指導が欠かせない。IoTやビックデータなど社会全体が大きく変
化しようとしている昨今では、広告業界に限らず各専門業界の動向も大きく変化すると考えられ
る。変化に対し、今後どのような職業能力が求められ、どのような教育を行う必要があるか注視
していくことが今後の学校運営にもつながると考えている。ご意見をいただいた通り、今の世の中
にない職業が生まれ、その職業に対応できる人材育成を目指したい。そのためには、基本的な
技術や知識を身につけることはもちろん、課題解決力を培うことが重要である。そのための学習
としては、本校の特徴的な学習といえる地域の抱える課題解決に取り組むことが挙げられる。単
なるデザイン表現ではなく本質を掴み提案ができる人材を育てる教育を行い、そして物事を最
後までやり抜く主体性を持つ人間的な部分を育成可能なプログラムを構築することが大切であ
る。その指導にあたる講師陣とは年に2回の研修会を実施し、教育方針を刷り合わせし、意志統
一を図っている。また、指導方法については、株式会社リクルート北関東マーケティングに協力を
いただき講義を行っている。

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 令和2年4月1日～令和３年3月31日（１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）

渡邉　忠

小川　憲一 茨城県建築士事務所協会

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４月１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。

※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。

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）

（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２年８月１８日　14：00～16：00
第２回　令和３年２月６・１３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）

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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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③意見委員（椿本委員）
学生満足度アンケートを見ると1学年の結果は普通が多く、2~3
学年になると満足に変わっていく。1学年は基本的なことを学ん
でいるので楽しさを見いだせない傾向があり、なんとなくで入学
してしまうと、それが影響して退学してしまうケースも考えられ
る。それは、企業でも同じようなことが言えるので、学校での対
策も大切かと考える。
それに対応する一つの考えとして、学校のアピールが必要で、
学ぶ内容の良さ、地域に根差していることを大々的にアピール
して、学校の考えに合ったやる気のある学生を入学させることも
大切だと考える。そのような環境の中、3年間学んで会社に入っ
た時に即戦力として働ける人材育成に努めて欲しい。
2年間の学校と3年間の文化デザイナー学院では違いがありア
ドバンテージがあると感じている。

④意見委員（西條委員）
修了制作展を見て、地域の企業との取組み、そして具体的な
テーマに沿っての制作を行っており、それを仲間たちと取り組め
る環境が羨ましいと感じた。学生の頃にこの様な制作に触れ、
濃密な時間を過ごせることは良い事である。
講師は、民間でプロとして働いている方々なので、社会の変化
や流れの中で、必要とされるデザイン力などを反映しながら教
えて貰える。実際に現場で働いている講師から教えて貰えるこ
とは力になると感じる。
Webの資格など、3年間だけでは限界はあるが、社会に出てか
らも学び続けることが大事である。社会に出てから知る事はとて
も多い。学び続けようという意識を育むことができる教育機関で
あって欲しい。
卒業してから講師との関係性はどうなっているのか。困ったとき
に相談できる場所になっていると良い。悩んだときに相談できる
環境になっている学校だとステキだと思う。

④学校外部の関係者の学生調査の結果の中に、本校で過ごす3年間で本当の仲間と出会え
たという学生の声がある。学校生活においては、クラス全体の雰囲気やモチベーションは学習の
修得度に大きな影響をもたらすものと考えている。授業を担当する講師と各クラスの担当教務
が情報共有を密に学生指導にあたり、講師からは教科書だけでは得られない実務で必要な力
をしっかりと学んでほしい。卒業後に卒業生が講師と一緒に仕事ができることは大変喜ばしいこ
とだと感じる。学生の教育成果の確認はもちろん、実際に仕事をすることで卒業生自身も在学
中の学習の意味を再確認できてさらに学ぼうとする意欲向上に繋がると感じている。そのように
卒業生との関係を構築させるうえでは同窓会を定期的に開催している。前回は卒業生の作品
展と展示販売を学校イベントに合わせて実施した。卒業生にとって、本校が講師との関係を再
確認できたり、新たな人間関係を築く場であることを目指し、同窓会の内容を充実させることで
卒業後も遊びに来やすい学校にしていく事を心掛けたい。

◆全学科全学年
　　授業名：学生アンケート
　　2021年度も継続

⑤意見委員（橋本委員）
私は百貨店に勤めており、顧客の声や現場に出て聞く声を一番
大事にしている。なので、アンケートはヒントがあると考えている。
例えば、改善して欲しい意見が多いと感じたのは、先生の入れ
替わりがあるとの意見である。学生にとっては大きな心配にもつ
ながる恐れがある。また講師からは、頑張って作っても否定され
ているばかりで褒めてくれない。実際に質問をすると怒られたな
ど、困っている意見を目にした。このような声に対して、どの様に
講師対応をしていて学生達にどのように答えているのかも気に
なった。このような意見にも配慮して貰えると良い。

⑤学生には半期に一度アンケートを実施し、意見をしっかりと確認している。また、個人面談も半
期に一度全校生徒に対して実施しひとりひとりの声を聞く機会を設けている。必要に応じてヒアリ
ングを行い声に耳を傾けるよう対応している。先生の入れ替わりがあるとの意見に対しては、近
年教務スタッフの職務効率化と働き方改革に合わせた労務管理を実施し、長く働きやすい職場
環境を構築している。また、時には学生からの意見として、講師が褒めてくれない、質問をすると
怒られたなどの声があった場合には、担当講師に確認を行っている。講師の対応にも、学生の学
習態度や修得度を踏まえ指導を行っていることもあり、個別に面談を設けるなどし、講師の指導
目的を把握している。その際に、考え方の違いがある場合には、学校の教育方針を十分にご理
解いただけるよう対応している。学生に対しても、オリエンテーションや各学科学年に分かれた
ホームルーム授業で伝えてはいるが、理解できたかの確認が不十分であるかもしれない。よっ
て、講師との面談の機会を増やすことであったり、ホームルームで伝わりきれていないと感じた時
は個人面談を通して確認することを心掛ける。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2021年度も継続

◆全学科全学年
　　授業名：オンライン授業
　　2021年度も継続

②意見委員（坂委員）
このコロナウィルスが蔓延した状況を誰も想像することができな
かった。しかし、この状況となり想像する事、モノづくりに対して考
える時間が増えた。学校に行けない時や就職活動が満足にで
きない人も多くいると思うが、今までになかった仕事の考え方、
働き方ができる。悲しむだけではなく、この状況を楽しんで欲し
いと思う。
自分も新しい仕事を始め、この状況に合わせた考え方で取り組
み始めたことがある。それが、YouTubeである。今の状況を楽し
むことができれば、この先どんな波が来ても楽しみながら乗り越
えらえることができる。

②コロナウィルスの蔓延により2020年度前期はこれまでとは全く違った学校運営となった。休校
時にはオンライン授業を計画し前期授業カリキュラムを進行した。学校再開後も三密を回避す
る環境下での教育活動となった。社会環境もテレワークの推奨やオンライン会議システム等を
利用した業務が急速に普及した。本校が目指す職業も例外なく大きな変化が生まれている。例
えばWEBデザイナーのような在宅でできる職業に注目が集まり、高校生はもとより社会人の学
び直しの需要が増える可能性が考えられる。他にもアパレル業界では、実店舗からECショップで
の販路拡大によって写真やWEBを扱う技術や対面販売からオンラインでの接客技術が求めら
れることが予想される。ご意見をいただいたように、そのような状況をいかに楽しみながら学べる
かということは理解度や学習成果に大きく影響する。やらなければいけないことを学生自身の目
標を達成するために学びたいと思えるような指導で学生のモチベーションを維持していきたい。
そして、企業の求める人材像が見えにくい状況の中であるが、このような状況に合わせた就職指
導も行っていきたい。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2021年度も継続

③高校生の進路選択において専門分野への進学は本人のやりたい気持ちが強く影響する。やり
たいことの不一致が退学理由になるケースは少ない。しかし、将来の目標を明確に定め、入学か
ら卒業まで一貫した意志を持って全員が過ごすわけではないとも言える。3年間の学びの中で、
自己理解を図り、それぞれの学生に合う目標を定めることが大切である。そのために、キャリアデ
ザインを通して自己分析や職業理解を図る講義を実施している。また、通常授業以外でも、講
演会に参加することや体験学習を実施することで意識付けを行っている。そうすることで在学中
の退学防止と就職後の離職防止に努めていきたい。また、募集の時点でも地域と連携した学習
プログラムは大きなアピールに繋がる。高校生が理解しやすい表現で伝えることで、内容を理解
し意欲的な生徒の入学につながる実績もあり、広報では本校の特徴として理解を広げていきた
い。また、3年制のカリキュラムについても、業界から求められる人材像には、基礎的な技術の修
得のみならず、企画力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力など多様化している。学生が
やりたいことを仕事にするためには、3年間の課程がふさわしく、企業からの評価にもつながってい
ることを多々実感しておりさらに充実を図りたい。

◆全学科全学年
　　授業名：実務経験者による授業
　　2021年度も継続

⑥本校の専門分野の中でも、アパレル業界はコロナの影響による業界の変革が顕著であると感
じている。目標や希望を持って就職をしたが、思っていたことと違ったという理由で簡単に離職し
てしまうことは社会に出る直前の教育機関としては本当に残念に感じる。本校においてはそのよ
うなミスマッチがないよう指導していきたい。しかしながら、この先の不透明な時代に対して意欲
を持てない、自分自身の長所や短所、趣味・趣向を理解していない学生も見受けられる。自分
がなにをやりたいか、どうなりたいか、それらを学生に言葉で伝えることよりも、実際に体感・体験
することは効果的である。今年度の教育活動においても多くの制限がある中で、現状でやれるこ
とを試みた。例年学生達には東京に行き文化・芸術に触れる機会を設けているが、東京に行くこ
とは難しい状況のため、茨城県内にある伝統工芸を実際に見ることや体験できる機会を設け
た。また、企業と連携したプログラムを増やし、リメイク衣料の制作・販売や雑貨商品の製作・販
売を増やすなどの対策を行った。アイディアや提案が実際に商品や具体化することでモチベー
ションがあがり、またデザインを考えることと実際の制作が伴うことで達成感ややりがいを感じる
ことができたのではないかと思う。

⑥意見委員（杉浦委員）
コロナ禍以前からアパレル業界は厳しい状況が続いている。そ
のため、どうしてもマンパワーが求められ力量が問われる。採用
をするにしても、中途採用をするが応募数が少なく、よっぽどで
なければ一時的に採用をして3ヵ月様子を見て本採用を決め
ている。そこに来た者たちを見ると、人的に不作で何をやりたい
か分からないで入ってきている者達が多く、その者たちの考え
は、思っていたのと違った、想像していたことと違った、リアリティ
のある売り場で働きたかった、指導をして欲しかった、普段買い
物で売り場を見ていたつもりだったが現実は違ったなどの考え
を持っている者が多かった。アパレル業界自体の魅力が下がっ
ているとも感じ困っている。
今年度はコロナの影響で不利な状況である。都内や海外に7，8
カ月間行けていない。置いてきぼりになっている感じを受ける。
学生達にはたくさんの物を見て貰いたいし経験体験をして欲し
いが、見て歩けない状況であり世界がより狭くなってしまってい
る。色々な経験や衣食住の全てがファッションと繋がる。どうやっ
て空気感を感じることができるか、意欲的な人が少ない中で、
どの様な形で教えてあげることができるのかが重要。そして、関
心や情熱を持たせ就職する力を付けさせる事が大切である。
自分が30歳になった時にどう思えているか。幼稚、稚拙な感性
の若者が多い。若者には背伸びをして欲しい。あそこに行ってみ
たい、あれが欲しいなどの感性や欲望が無いと世界が狭くなる。
雑誌やインターネットだけでは分からない、実際にお店をやって
いる人を見て自分でもやりたいという気持ちを持って貰いたい。

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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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①意見委員（倉田委員）
（IF2）足湯の提案がよかった。水戸の観光という視点で考えた
時に、単体の施設でありながら観光の流れやニーズに合った発
想だと思う。課題自体も屋上を活かすという現実的なものでと
ても分かりやすく良いテーマだと思う。
（IF1）線路沿いという条件をうまく活かした独特なデザインが多
く、発想の柔らかさを感じた。課題として具体的な良い題材だと
思った。
（FB2）コロナの影響で難しくなっている分野ながらアイデアや工
夫、何より若いエネルギーがそれを吹き飛ばしている印象を受
ける。負けないようにサポートしている指導側の熱も感じる。
（FB1）古着文化の知らない一面を見ることができたと感じてい
る。リユースはこれからの大きな社会的テーマでもありこの取り
組みを続けてほしいと思う。学生が楽しんでおりとてもよいと
思った。
（PD3）それぞれに考え抜かれた企画で、デザインへの落とし込
みがスムーズ。力のある実現性の高いものであると感じた。この
完成度であれば実際に社会に出して試してみてもいいと思う。
クライアントの感想も聞いてみたい。
（PD2）完成度が高く様々な発想があり、取り組み全体としてと
ても良いと思った。クライアントにも大いに喜んでもらえるのでは
ないかと思う。
（PD1）楽しんでデザインしていることが作品からも出てきてい
る。実はそれが一番大切なポイントかもしれない。指導が見事
だと感じた。

➀企業等と連携した課題に取り組む上では、実践的な学習という面から本校のカリキュラムにお
いて特に重要なプログラムと考えている。その課題の設定は、近い将来に職業に就いた際に求
められる力を養う目的を果たせるよう企業等と打ち合わせを行い良く刷り合わせをしながら進め
ている。学習の進め方においても、学生が一方的に作品制作を行うのではなく、レクチャーや取
材、現地調査、企業等の関係者からのヒアリング、中間審査等を行いながら進める必要があり、
企業等の協力を仰げるよう調整している。そのうえで、各学科学年の習得度を踏まえ、学年の
修了に相応しい課題を設定している。
そして、地域性や社会性、時代性を考慮し、企業・団体等が抱えている課題をリアルに体験し、
デザインで解決する実践的な内容とするため毎年異なる企業・団体等と連携している。
　また、作品やプレゼンテーションを通して講師の指導内容や熱意を感じていただけたことを大
変うれしく感じる。2019年から新しい教育目標を掲げ、講師会を通して研修を行い、方針の理解
を深めるとともに、教育目標に合わせた指導方法の検討と共有を図ってきた成果が表れている
と感じる。今後は学生への教育効果を確認し、課題や成功事例を共有しながら、講師・教務の
スキルアップを継続して行っていきたい。

◆全学科全学年
　授業名：修了制作に関わる授業
　2021年度も継続

⑨3年制のカリキュラムを活かししっかりと学生には学んでもらいたい。デザイン系の仕事はもちろ
ん、インテリアや現場系の仕事まで学生の就職先が多方面に渡っている結果からも特徴が表れ
ていると感じる。これからの就職を踏まえると、コロナ禍の状況やAIなどの技術進歩に対応した学
習内容の構築が求められる。AIについては、その特性を理解しデザインの業務にいかに取り入れ
ていくかが重要だと思う。
AIと競合するのではなく、いかに使っていくかという点において、どのような授業を実施するか検
討する必要がある。また、一方では、直接対面した際のヒアリング、プレゼンテーション力を疎かに
してはならない。評価いただいた通り、地方でも東京で学べない学習があり、地域と連携した課
題である。地域に根差したデザイナーを目指す学生が多くいて、そのためには本校の地域と連
携した学習が強みとなる。その学習では、現地調査・ヒアリングを直接クライアントに行い、制作
課程において中間プレゼンテーション、そして最終プレゼンテーションを実施する。すべてのプロ
セスにおいて直接クライアントと接することで対応力を磨くことができると考えている。3年制の学
びの強みと実践的な学習プログラムは今後もしっかりとアピールしていきたい。

⑨意見委員（迫間委員）
授業の幅が広いので学生たちの就職の幅も広がると思う。
様々なことを授業で経験できるカリキュラムになっているので、
学生達も多方面に就職が可能だと感じた。
私の業務もオンラインの打合せが増え、仕事がオンラインに
偏っている一方でリアルでしかできない部分があると感じてい
る。その部分はクライアントに向けた対応力である。授業の中で
も、それが学べるようなシステムがあるとこの先の時代で活躍
ができる。
AIなども進んでいくが、リアルの対応力やそれを聞き出すヒアリ
ング力が大事になってくる。それらの力を付けられる授業が必
要だと感じている。チャートで出来る仕事とプロでしかできない
仕事の二極化になっていくかと思うので、それらを意識した教育
プログラムが必要になると思う。
最後に、カリキュラムは充実している。東京に行かなくても地元
茨城で十分に学べる内容になっているので、それをアピールし
て貰いたいと思う。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　 2021年度も継続

2020年度　第2回教育課程編成委員会（2月6日・13日）の活用状況
教育課程編成委員会等の意見

◆全学科全学年
　授業名：学科を越えた連携にかかわる授業
　2021年度も継続検討

⑦意見委員（山本委員）
ウェディング業界はコロナ禍に入り3月から式の延期が続いてい
る。緊急事態宣言が発表され苦しい状況になっている。結婚式
を生業にしているが、自分たちが出来ることは限られてしまう。
今年度は、学校も分散授業やオンライン授業を行う中、講師と
授業をどのように組み立てるかも大変だったと思う。そんな中、
学校の取り組みで大きな壁に学生の作品を描いたものを見た。
それを見たときに、学生達は自分の選んだ学科はあるが、学科
の枠を超え実際に仕事をしているかのように、他学科との取組
みを行ってみるのも良いのかと思った。そのようなリアルを体験
することによって、今感じられない実体験を行う事で、達成感や
やりたいことを見つけるきっかけにもなるかも知れないと感じた。
最後に、この様な状況だからこそ学生の悩みを聞いてサポート
して欲しいと願う。

⑦分散登校やオンライン授業の実施にあたっては、授業計画の管理とこれまでにない授業の実
施ということで各講師のご理解をいただき、できる限りの対応がとれた。課題制作が中心の授業
科目が多数あり、課題データの提出方法についてはクラウドの導入と重なったこともあり、学校全
体としてもスムーズに移行できたと感じる。新しい技術や情報に目を向け、収集していくことの重
要性を改めて感じた。また、マイナスな事だけでなくオンラインの使い方によっては基礎的な授
業に限っては対面と同等以上の効果も見込めると感じた授業もあった。今後検討していきたい。
また、新しい試みとして学科の垣根を越えた学習についても常に検討していることである。半期
の授業の進行としては、基礎知識の修得、技術トレーニング、デザイン～制作のようなプロセスに
なるため、同じ半期で異なる学科が連携して課題を進めるとスケジュールが一緒に進んでいる
ので同学年で共同作業を行うとどちらかが進行のズレが生じてしまう。年次を越えて実施するこ
とが可能であれば対応することもできるので、他学科との連携はこれからも考えていきたい点で
ある。そうした活動は学習成果を多く得られると思っている。

◆全学科全学年
　授業名：実習に関わる授業
　2021年度も継続

⑧建築業界に限らずコロナの影響が良い方向にも悪い方向にも向くことがあり、先が見えない状
況の中で学生達も不安や心配が多かったと思っている。そのような環境の中でも自信を持って
社会へ出られる教育を行うことが、専門学校の社会的役目だと改めて認識した。建築設計デザ
イン学科においては、建築、インテリア、家具・雑貨・ガーデンと建築を深く学んでいる。空間を構
成する要素からエクステリアまで知ることは建築の仕事にも関わってくる。そして、授業では空間
をデザインして考え表現するだけに留まらず、それを実習という形で学習している。2020年度も
雑貨デザインの授業ではコンクリートでプランターを作り、DIYの授業では教室をリノベーションし
たり、家具デザインの授業では教室の机やイスを制作、ガーデンデザインの授業では木製のプ
ランター制作と植栽を行った。空間を作る上での実習は学生達にとって大きな学習成果になっ
たと考えられる。また、地域の課題を建築的な観点から解決する課題や企業での実習を通し実
践力を磨くことができると考えている。建築設計デザイン学科に名称を改め、本校の内容がより
直感的に伝わることを期待したい。

⑧意見委員（小川委員）
建築業界もコロナの影響が直接的に無かったとは言えない。民
間の建築設計を行う業者は、これからどこまで設備投資ができ
るのかを考え、計画していたものを見直し延期や縮小している
などの話しを聞いている。それに合わせると、人員確保にも影響
が出るのは自然の流れで、建築系の企業に就職活動をする場
合は厳しい状況が予想される。
そして、withコロナを考え動いている企業もある。それらの状況に
も合わせて教育内容を考える必要もあるが、カリキュラム・内容
については補っていると見受けられるので、技術的な部分の問
題はないと思っている。しかし、技術が進歩するにあたり建築を
深く勉強する事を追求する建築設計デザイン学科になると良
いと思う。

活用状況
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広告プロモーションデザイン学科1年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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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②意見委員（椿本委員）
（PD3）毎年思うことだが、セールスプロモーションゼミは楽しい
雰囲気を感じることができる。映像・アニメーションゼミは短い時
間で伝えたいことを伝えられていたと思う。グラフィックデザイン
実践ゼミは伝える力を感じることが難しかった。
（PD2）お茶の魅力という難しい企画だったかと思う。ポスターと
リーフレットは必須のようだが、その他の作品は個人差が大きく
出ていた。
（PD1）キャラクターの設定などよく考えて制作されている作品
が多かった。1年生でも質の高い作品があった。

②プレゼンテーションについては、学生や学年によるバラつきはあるが委員の意見では頻出の項
目となっている。デザイン業においては必須のスキルであるため、学習の中で各学生のプレゼン
テーション力をしっかりと磨いていくことは常に考えていかなくてはならない。得意・不得意が表れ
やすいものだが、一定の質を確保したい。そのためには、各学年での到達目標を定め、達成度の
評価を行っている。到達目標としては、１年次は実務におけるプレゼンテーションの流れを理解し、
デザイン制作におけるプロセスを踏まえ言葉で表現できるようになること、２年次は考えたことを
相手にわかりやすく、納得を得られる論理的な説明ができるようになること、３年次はより実務を
意識し、課題を発見し解決へ導く提案によって顧客がデザイン的価値を見出せることである。ま
た、一貫していることとして、相手の心を動かすための、デザイン制作にかけた想いや熱意を訴え
る姿勢を持つことである。達成度の評価の機会として、修了制作課題においては、全学生が中
間プレゼンテーション、選抜プレゼンテーションを行い、連携企業、講師や教務が作品評価ととも
にプレゼンテーションの内容についてもひとりひとり指導を行っている。プレゼンテーションは良い
作品を制作しようとする意欲にもつながることから、ひとりひとりに合わせた適切な指導を行い、
個人差をなくしていきたい。

④意見委員（橋本委員）
（IF2）調光フィルムを利用したプラネタリウムは利用の幅があ
る。プラネタリウムに限らず可能性が広がりそう。足湯の作品は
何気なさが良く、水戸にいる事を感じさせる作品。
（IF1）それぞれの住人をイメージしたデザインになっていると思
うが、もっと思い切って部屋が展望列車そのものをイメージして
いるような、通過する列車側からも見えることを想定した切り口
があっても良かったと思う。
（FC3）架空の学校「水戸第四高等学校」を作ったのは素晴らし
い。高校生をターゲットにしていると言うが、高校生に限らず20
代位まではターゲットにできると思う。
（FB2）リユースをブライダルで提案している作品はマテリアルと
しての意識は分かるが、リユースとブライダルの関連性や伝え
たいことをパネルに記載してあると更に良かった。
（PD3）「刻-KOKU」という作品は、「その一滴一滴が思い出を刻
む」というキャッチコピーもセンスがあり場面をイメージできる。ま
た「刻む」だけでなく旨味の「コク」に連動する。一滴一滴を表現
するにはもっとふくよかなボディが良かったかもしれない。ボトル
が少し細く感じた。
（全体に対して）全体的に感じたこととして、学生の作品なので
「意外性」や「新しさ」を期待した。結果的にはファッションや建築
にはそれを見いだす場面は少なく、広告のお茶やワインにはそ
れを発見できた。物理的な制約なのか、機能性が阻害の原因
なのかもしれないが、是非とも「驚き」を表現してほしい。

④斬新なアイディアや発想は、コンセプトメイクの時点ではさまざまな方向性から考えられている
が、作品発表の段階ではまとまってしまうことがある。発想自体は面白くても、それを裏付ける課
題背景やグラフィック・造形などの表現力が足りない場合もあり、連携課題以外の各授業で培う
内容を応用できると良い。デザイン史、色彩学などのリテラシー、グラフィック、模型、縫製などの
表現力、そして良い作品やデザインに多く触れて発想の引き出しを増やしておくことなど、斬新
なアイディアを作品として生み出すには複合的な要素が必要になる。コロナ禍においては、学内
だけの授業が多くなっているが、見学や講演の機会をできる限り設けて良いものに触れる体験
学習を行えるようにしていきたい。2020年度は茨城デザイン振興協議会・茨城県デザインセン
ター共催の講演会＆パネルディスカッションの聴講、茨城の伝統工芸である結城紬の見学など
を行っている。また、良い作品には、課題に深く取り組み自らの考えを形にして伝えようとする主
体性が求められる。知識や技術だけでなく、学生の興味や意欲を刺激し、自分事としてモチベー
ションを高めていけるような環境づくりに講師・教務が連動して取り組みたい。

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2021年度も継続

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2021年度も継続

③意見委員（西條委員）
（IF2）プレゼンパネルはどこから見ればいいのか、流れが分かり
にくい作品が多かったように感じた。3DCADでテクスチャの表現
などをしていて、よりリアルな表現の模型は見ていて楽しめた。
（PD3）1年生と比べると自ら「ご説明しましょうか」と声をかける
など度胸や積極性が高く、成長している様子が伺えた。またア
ウトドアとワインの提案は全体的にクオリティが高かった。水戸の
店と連携したワインギフトの提案は、地域らしさの表現に苦戦し
ながらも発想が良いと思った。自然と風土だけでなく、店や人が
地域らしさであるということに気づくことは大事なことである。
（PD2）どんなマーケットにどんなPRを仕掛けていくかという点で、
銭湯のサーバーに焦点を当てて提案していた作品は、提案とデ
ザインが素朴ながらよく観察し検討していると感じた。ターゲット
設定が各学生個性的だった。デザインを仕事にして、クライアン
トに提案していく上でも、ターゲットをいかに見極め、深めていけ
るかでその後のデザインやコミュニケーションが変わってくる。授
業や課題で人と社会のインサイトを深める思考も更に養っても
らいたい。
（PD3）ファイルの中にキャラクターデザインやロゴなどの制作過
程、スケッチなどがあっても良いのではないかと感じた。表現の
スタディ、検証のプロセスも量として必要なのでそれを発表して
見せることでその大事さが認識できるのではないかと思う。

③地域に根差したデザイナーを目指す上では、地域の持つ魅力や資源を理解し、デザインに結
びつけることが重要である。連携課題においてはレクチャーの機会を必ず設け、理解を深めてい
るが、地域に住まう方、地域で活躍されている方など地域の人々とのコミュニケーションを図るこ
とによって深い理解につながる。人と人のコミュニケーションを通して学生が自分事として課題に
向き合い、自発的にリサーチや取材を行うこともある。それが積み重なることで新しい発見につな
がり、利用価値の高い提案につながると考えている。２０２１年度の連携課題においては、街のプレ
イヤーとのコミュニケーションを通して、単なる地域の観光資源や物産を知るだけでなく地域の
魅力をより深く理解できる試みを行う予定である。そして、表面的でなく真に求められている潜
在的なニーズを探ることにつなげていきたい。そのような取り組みも含めた制作課程を資料の見
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
　　2021年度も継続

◆全学科全学年
　　授業名：修了制作にかかわる授業
　　2021年度も継続

⑤意見委員（迫間委員）
（IF1）住宅には不向きとされる立地条件を価値に変換させるコ
ンセプトの立て方が興味深い。敷地内の線路を活用したガーデ
ンデザインまで表現しているものが少なかったのは残念だった。
（FC3）それぞれにショップコンセプトが確立されていて、WEBサ
イト（PCのみならずスマホ版も含め）まで一貫したデザインに
なっていることが素晴らしい。
（FB1）現在のトレンドであるSDGsの問題をきちんと調べた上で
ファッションのこれからの姿に繋げていけるコーディネートのPRに
なっていたと思う。
（PD3）パッケージ、広告などの紙媒体や映像、イベントと多岐に
わたるプロモーションスキルが展示されていて社会人として即
戦力になることが期待される内容だった。
（PD2）実際の商品、それを販売する方法（SNSを利用した広告
からの通販サイト）まで、すぐ活用できそうなプロモーション企画
だったと思う。

⑤連携課題の実施にあたっては、実際の職業において求められる課題に取り組みより実践的な
学習とすることが目的であり、学生作品に評価をいただけたことで学習成果が得られていると感
じる。
（IF1）１年生は各学科ともに制作物はある程度の枠を設けている。それは、デザインを考えること
をしっかり行うためだ。柔軟な発想を形にすること、プレゼンテーションすることをしっかり身に付け
ている。２年次以降は表現力もついてくることから、インテリア、エクステリアを含めた作品を目指
したい。
（FC3）、（FB1）各学年の取り組みは現在のトレンドでもあるサスティナブルな観点も含んだ提案
となっている。流行の移り変わりが著しい分野でもあるため、時代に合わせた対応をとれるように
していきたい。
（PD3）、（PD2）プロモーションとしてトータルな提案ができたと評価いただけた点は、今回の連携
課題の学修効果として評価できる。近年では過去の成果が様々な企業・団体等へのアピール
となり、連携をスムーズに調整することにもつながっている。毎年異なる課題に取り組むことから、
各年度で対応が必要な問題はあるが、これまでの経験を活かして、２０２１年度もより良い学習プ
ログラムを作ることにつなげていきたい。

・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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広告プロモーションデザイン学科1年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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）

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

5



◆全学科全学年
　授業名：修了制作に関わる授業
　2021年度も継続

⑥意見委員（小川委員）
（IF2）模型の作りこみなどは1年生とは違い細やかであり発想も
豊かだった。ただ説明になると、全員とは言わないが、うまく説明
できなかったり伝えきれなかったりする部分がある。プレゼン
テーション能力がもう少しあると良かった。
（IF1）1年生のうちはまだ荒削りな感じを受ける。それぞれの
テーマに沿って考えられてはいるが、まだ一つの側面でしか考
えられていない印象である。
（FC3）個性あるコーディネートではあるが、発信力として考える
と、専門外である人には伝わりにくいと思った。
（FB2）ディスプレイは感性的なものもあるので分かりにくいが、
服などの制作は細やかなものがあり学生が制作していることに
感心した。
（FB1）リユースの枠を超えてリメイクという考えで衣服の消費寿
命を延ばす取り組みは大事だと思う。学生が伸び伸びと制作し
ていることが目に映るようだった。
（PD3）具体的な題材で水戸ワインをどう発信していくか、それ
ぞれが考えられている。デザインもきめが細かいと思った。
（PD2）プレゼン内容が1年生とは違い、技術力も上がっている。
20才代のお茶を飲まない世代とお酒に興味があることを組み
合わせるコンセプトは面白い。
全体を通じて、作品制作の完成度は1～3年生で違うが、説明
する時は自分の作ったものに自信を持ってハキハキと話してほ
しいと思う。

⑥プレゼンテーションで、自分の考えを伝える力は実務においても求められる。全てのクライアン
トが専門分野に精通していると限らないケースもあるため、わかり易い表現で伝えることが必要
である。連携団体への最終プレゼンテーションには、担当者以外にも関係部署などの関係者が
数多く出席されるため、事前の指導ではわかり易く伝えられているかという点も考慮したい。ま
た、単なる説明ではなく、自信を持って話し、心を動かすプレゼンテーションを目指したい。体験
入学会の在校生スタッフにはリクルート講師による勉強会の中でプレゼンテーションについても
指導を受けている。全員ではないがクラスを代表する学生に指導を行っており、全体に良い影響
をもたらすことを期待して今回の試みをコントロールしている。また、指導する教務も勉強会を通
して、指導のポイントを理解する機会となった。作品自体からは学生が熱心に取り組んだ成果を
ご評価いただけた。２０２１年度も継続していきたい。

◆全学科全学年
　授業名：修了制作に関わる授業
　2021年度も継続

⑦意見委員（黒木委員代理）
（IF2）水戸駅の屋上という電車のイメージがある場所で、そのイ
メージに左右されない作品も多く、自分の考えをしっかりと持っ
ていて良い。
（IF1）難しい立地にもかかわらず、一人ひとりがしっかりとしたコン
セプトと作品にまとめていたと思う。
（PD3）具体的な題材で水戸ワインをどう発信していくか、それ
ぞれが考えられている。デザインもきめが細かいと思った。
（PD2）1年生より格段に力が付いていて驚いた。フリーペーパー
の制作は社会に出てから必ず力になると思う。

⑦本校ではデザインコンセプトに係わる授業を３年間通して行っている。デザイン制作を行う上
でのコンセプトの重要性の理解とコンセプトメイクの方法は１年次より学んでいる。１年次は基礎的
な技術を習得するとともに、コンセプトを確立するための、調査や分析から発想を生む手法を身
に付けている。コンセプトの基本的理解をもとに、２年次ではイメージを具体的に伝える表現力を
兼ね備え、マーケットやターゲットをより理解した上で要望に応える応用力を身に付ける。最終学
年である３年次には、企業の抱える現実的課題を解決することを想定し、実践的なデザインを提
案するためのコンセプトを考えている。３年間を通して身に付けることは、見た目だけが綺麗な表
現ができるだけなく、常に自分の考えを持ってデザインすることだと考える。

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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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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

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。

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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2年8月5日　14：00～　
　講師：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎

・令和2年8月20日　10：00～
　講師：城里町長 上遠野 修、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成
 　 　　  城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵　
 　　　　 城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二

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

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。

城里町役場まちづくり戦略課

（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

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。 城里町役場まちづくり戦略課

グラフィックデザイン実践

グラフィックデザインⅡ

公益財団法人農民教育協会
鯉淵学園農業栄養専門学校

Domaine MITO株式会社

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。

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。

科　目　概　要

（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。

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）

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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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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「今般の求人状況と就職活動方法の研修」
・令和2年6月29日　10:40～12:10
　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2年7月28日　10:00～11:30
　講師：茨城県デザインセンター　デザインコーディネーター　西條友弥子

文化デザイナー学院　講師会
・令和2年9月17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　
　　　　　栃木支社　グループマネージャー　宮澤一幸
　　　　　「文化デザインマインドの実行と推進の振り返りとさらなるアクションプランの磨き込みに向けて」

「実践的な就職活動方法」
・令和2年10月12日　10:00～11:30
　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

茨城デザイン振興協議会　講演＆パネルディスカッション
・令和3年2月26日 14:00～16：00
　講師：筑波大学芸術系准教授　原忠信／まちむすび合同会社　倉田稔之／エスプレッソデザイン　根本正義／
　　　　　株式会社ターバン　岩田博嗣／株式会社でざいん さん　岩間琢哉／株式会社メディアワークス　佐藤歩美
　　　　　「ニューノーマル時代　いばらき発、地域デザインのポテンシャル」

・令和2年8月5日　14：00～　
　講師：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎

・令和2年8月20日　10：00～
　講師：城里町長 上遠野 修、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成
 　 　　  城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵　
 　　　　 城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二

「今般の求人状況と就職活動方法の研修」
・令和2年6月29日　10:40～12:10
　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2年7月28日　10:00～11:30
　講師：茨城デザインセンター　デザインコーディネーター　西條友弥子

文化デザイナー学院　講師会
・令和2年9月17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　
　　　　　栃木支社　グループマネージャー　宮澤一幸
　　　　　「文化デザインマインドの実行と推進の振り返りとさらなるアクションプランの磨き込みに向けて」

「実践的な就職活動方法」
・令和2年10月12日　10:00～11:30
　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

茨城デザイン振興協議会　講演＆パネルディスカッション
・令和3年2月26日 14:00～16：00
　講師：筑波大学芸術系准教授　原忠信／まちむすび合同会社　倉田稔之／エスプレッソデザイン　根本正義／
　　　　　株式会社ターバン　岩田博嗣／株式会社でざいん さん　岩間琢哉／株式会社メディアワークス　佐藤歩美
　　　　　「ニューノーマル時代　いばらき発、地域デザインのポテンシャル」

②指導力の修得・向上のための研修等
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。

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。

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。

（３）研修等の計画

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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

⑥評価表より委員意見（髙松委員）

情報公開が適切にできている。

⑦評価表より委員意見（関根委員）

（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。

（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）

（９）法令等の遵守
（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

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

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

④ 学校関係者評価委員、教育課程編成委員からの評価は、客観的な意見をいただくこ
とができ非常に意義がある。学校運営・教育内容を振り返り改善していくことが、今
後も地域に求められる人材育成を行う教育機関としての価値を生むことに繋がると考
える。

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が、評価基準の
資料を明確にする事と不明な状態で進行しないよう用に努める。

④評価表より委員意見(近藤委員)
各方面からの意見等を組み入れるなど意思決定のプロセ
スが図られている。

⑤評価表より委員意見(住谷委員)
項目3、4は評価基準が明確ではないので評価できない。

2020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(近藤委員)
これまで以上に企業等に求められる人材の育成を図ってほし
い。

② 評価表より委員意見(迫間委員)
項目3～5について、コロナ禍において社会経済のニーズが変動
していく時期だと思うので、将来的な構想を立てづらい状況だ
ろうが、学生保護者に向けて発信していってほしい。

③ 評価表より委員意見(関根委員)
業界のニーズを的確にとらえることが重要になってくると思う。

①②③　　今後各業界ではコロナウィルス感染防止対策を前提とした生活に合わせて、顧客から
のニーズが変化することが予想される。広告デザインの業界では、紙媒体からWEB、動画制作
への移行がさらに加速し、求められる技術が変化すると考えられる。ファッションビジネス業界に
おいては、実店舗の運営からWEBショップへの移行に伴い、オンラインでの接客やチャット能力な
ど販路の変化が考えられる。建築・インテリア業界においては、3密を防ぐ空間設計が住宅・店
舗・大型施設では必須となることが予想される。そして、社会の変化に伴い、デザイナーに求めら
れる資質が変わることに対応することはもちろん、予測が難しい未来に対して、新しい概念を生
み出すために主体的に考え行動できる人間性を育むことが求められると考えている。これからの
時代を見据えたカリキュラムの編成を考えるために業界の情報を収集するとともに、入学希望
者・保護者へ周知することが必要である。

◆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：

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

コロナ禍での対応は本当に難しいとは思うが少しでも良い方法
を考えてほしい。

⑥ 教育活動の公開は重要だと考える。入学時に新入生に実施するアンケート結果にお
いても、学校案内の情報が入学の動機になることは間違いないが、約30％の学生が
ホームページが本校を知るきっかけになっていると回答している現状からも、ブログ
やSNSを利用した教育活動の公開を行い、インターネット上の情報公開に力を入れて
いきたい。

⑦ 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。情報収集に
努め、学生募集、教育活動、その他の学校運営に反映することはもちろん、スピード
感も重要である。休校期間中はオンライン授業や分散登校の方法で授業を実施した。
また、通常授業再開後は、①窓の開放②各階にアルコール消毒設置③講師のマスク着
用の対応をとった。

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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3  教育活動

◆即対応
対象：学校運営・講師
授業：

⑧専門学校に求められる職業教育においては、常に目指す業界のニーズに応える人材
育成を実現するためにカリキュラムを編成しなければならない。コロナ禍において
は、目指す職業に求められる技術や知識も大きく変化することが予想される。業界の
動向をいち早く掴み、カリキュラムとして体系立てる必要がある。

⑨特質的な教育方法としては、修了制作課題をはじめとする実践的な学習プログラム
がある。デザイナーは常に顧客の立場に立った企画立案とデザイン提案が求められる
職業であることからも、教育段階から具体的な業務内容に近い環境で学ぶことが必要
である。これまで地域の企業や自治体が抱える課題を学生の立場からデザイン提案を
する事例を数多く行ってきた実績からも年間を通して様々な案件の相談を頂くことが
増えている。これらの取り組みは学修成果に繋がることはもちろん、本校の教育の特
徴となり入学希望者が他校と比較する際にも強みとなっていると考える。

⑩本校の教育内容は職業に必要な実践的学習を中心に置いている。インテリア＆家具
クラフト学科の移行に伴い全学科を３年間教育とし、デザインを基礎から実践まで学
べる教育機関としての明確な方向性も打ち出していくことができると考える。資格取
得に関しも、学習内容の理解度の確認とさらなる意欲向上へ結びつけるために各学年
で目標を定め取得を目指している。二級建築士の受験対策は受験資格を得られる程度
で３年間を通して必要な事を学び、受験テクニックが必要となる受験対策の授業はベ
クトルを職業教育としているため行っていない。むしろ、実践的な内容が含まれるイ
ンテリアコーディネーターの資格については、職業教育を学んでいる中で取得を目指
せる資格なので、カリキュラムに落とし込み、学生達にも説明を行い理解している。
それらの方針に合わせ、非常勤講師の確保を行っている。また、講師に求められる資
質も業界の動向や授業の方法により変わってくるため、引き続き業界との繋がりを大
切にし、今後の方針に合わせた教員確保ができる体制を作っていく必要がある。

◆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

⑪起業に係る指導については、毎年３学年を対象に創業についての講話を実施してい
る。就職意識を高めるとともに、将来設計の選択肢のひとつとして起業についての知
識を深めている。内容については、起業にはリスクや実力も必要であることも伝えて
いく必要がある。

⑫専門学校の社会的立場としては、基礎学力以外にも熱意や意欲を持った学生が職業
能力を身につけることにある。よって、高等学校卒業者から社会人経験者、再進学者
など様々な学生が在籍する。就職活動に必要な指導は教務部で実施するガイダンス、
週間で実施するキャリアデザインの中で行っている。また、ハローワークや外部の協
力を得て、就職活動に関する様々な講話を実施している。教務スタッフで賄いきれな
い指導に関しては、今後も外部との連携を図って協力を仰ぎ、一定の水準以上の対応
ができるよう学生を引き上げていきたい。

⑪評価表より委員意見（近藤委員）
将来的な設計も含め、起業に係る指導についても拡充し
てもよいのではないか。

⑫評価表より委員意見（迫間委員）
就職するための社会人としての基本スキル、モラルを身
につけるのは必要最低限のことかと感じられるが、そこ
から指導しなければならないのは時間的に難しそうに思
う。個別指導が必要な学生の指導は外注するなどの対応
も検討してみてはどうか。

⑧評価表より委員意見（近藤委員）
実践はされているが、職業教育の視点に立ったカリキュ
ラムの拡充強化をすべきだと思う。

⑨評価表より委員意見（住谷委員）
項目4の教育方法の工夫、開発で他校と比べて特質的なこ
とがあるか。

⑩評価表より委員意見（迫間委員）
職業教育としてのカリキュラムと資格試験対策としての
カリキュラムを3年で修了するのは時間的に厳しいことが
想像できる。ベースは職業教育、オプションで資格試験
対策など、どちらにベクトルを向けていくのか、学生に
も明確に示す必要があるかと思う。それにより確保する
教員の内容も変わってくる。コロナの影響で今後再度オ
ンライン授業が採用された場合は、各学生の理解度のバ
ラつきが心配されるので、フォローが必要かと思う。

⑬評価表より委員意見（近藤委員）
新型コロナウイルス感染拡大（収入減）による修学機会
を奪わないよう、各種情報提供、相談体制の強化など、
ソフト面も含め学生を支援してほしい。

⑭評価表より委員意見（岡田委員）
卒業生の転職サポート、情報共有があれば企業からの求
人相談が出てくるのではないか。
　評価表より委員意見（岡田委員）
卒業生が数ヶ月で辞めてしまうと学校のイメージに関わ
るので、卒業生へのサポートも手厚くしてほしい。

⑬日本学生支援機構の運営する奨学金制度については、コロナウィルス感染症による
影響を考慮して、新たな給付金制度の募集、緊急・応急採用の特別枠の設立などさま
ざまな対応がなされている。それらの情報提供に関しては、学生専用LINE＠を利用し
速やかに連絡を行っている。個別相談についても各クラス担任が実施し、家計の変化
に対応する体制をとっている。

⑭就職した卒業生の離職については、学校との信頼関係はもちろん、卒業生自身に
とってもマイナスが大きい。就職活動においては、企業と職業の理解を行い進路の選
択をすることが必要である。また、学生自身が最適な選択をできるよう就職指導にも
留意することが必要である。企業選択の時点で適性を加味し斡旋することが教務ス
タッフにも求められる。内定をいただいた企業へは、インターンシップを行うなど企
業と学生が互いを理解する機会を作ることも有効かと考える。
卒業後のサポートについては、個別の相談に柔軟に応じており、中途採用の情報につ
いてもホームページやSNSを利用し情報公開を行っている。

◆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：

⑮評価表より委員意見（近藤委員）
感染症対策についてこれまで以上に整備、対応すべきだ
と思う。

⑯評価表より委員意見（迫間委員）
建物の老朽化は否めないので、新しい学生確保のために
は内部の整備は必須かと思う。

⑮感染症対策は必須である。学校運営の中でクラスターを防ぐ対策はもちろん、日常
生活の中でも学生へ高い意識を持たせることが必要である。茨城県の方針に従い学内
での感染対策マニュアルを設け、注意喚起を実施している。マスクの常時着用、授業
教室の常時換気、各フロアにアルコール消毒を設置し手指の消毒、多くの人が触れる
場所へ消毒を行っている。さらに、学生・職員・講師を問わず、感染者が出た場合に
は関係機関への速やかな報告と対応がとれる準備を整えておく必要がある。また、今
後の状況によっては一斉休校、分散登校が発生する場合に備え授業計画を前倒しして
実施し8月第1週には前期課程を修了できる準備を行った。さらに、一斉休校や分散登
校など今後対策stageが移行した場合にも、動画授業にて授業運営ができる体制を整え
ている。

⑯これまで施設環境の改善については、長期計画で修繕・改善を実施している。空調
やトイレの洋式化、イスや机の買い替えなど適宜対応をしている。2020年度の計画と
しては、L201教室の改修を実施する。学生のフリースペースが不足している現状を解
決するため、L201教室をコミュニティスペースに変更する。デザインについては、学
生が提案した中から採用し、一部施工も学生自ら行っている。学生目線で考えた空間
により学校生活がより良いものになると同時に、学生募集の面でもプラスの効果が得
られることを期待している。

◆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：

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

　　　令和２年４月１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
近藤　哲生 茨城県中小企業団体中央会 令和2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3年7月31日
URL: www.bunka-gakuen.ac.jp

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）

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

㉑毎年多くの地域連携課題や地域イベントへの話をいただけている。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。

㉑評価表より委員意見（近藤委員）
様々な業種・業態との連携機会を創出することで地域貢
献に結び付けてほしい。当会としても、連携先の提案・
紹介等行いたいと思う。
　評価表より委員意見（竹越委員）
様々な地域活動をしており、学校の中では得られない学
びが多くあると思う。
　評価表より委員意見（髙松委員）
地域貢献度は高い。
　評価表より委員意見（迫間委員）
社会貢献、地域貢献が見えることで学生のモチベーショ
ンが上がると思う。素晴らしい取り組み成果。
　評価表より委員意見（関根委員）
授業が地域貢献に繋がっている。学生にも授業を通して
自分が知らない間に社会貢献・地域貢献をしているとい
うことを話してあげ、自信を持たせてほしい。
　評価表より委員意見（阿久津委員）
プロジェクトの依頼が多くなっているようでとても地域
貢献になっている。

⑰毎年実施している修了制作課題で学生が取り組んでいる地域活性化の提案に対して
は、連携企業からの評価はもちろんマスコミをはじめ、高等学校にも評価を得られて
いる。地域と連携した取り組みは対外的なアピールに繋がることはもちろん、学生自
身にとっても地元で就職し活躍するための実践的な力となっている。継続して取り組
んでいきたい。

⑱入学希望者へ学科のイメージが端的に伝わることは学生募集の面でも重要である。
今回の学科名称の変更により、本校の学習内容がダイレクトに伝えられるのではない
かと思う。また、３学科共にゼミ又は専攻を設けることでさらに学べる内容が明確に
なっている。

⑲コロナ禍において学生募集も大きな影響を受けている。高校で進路説明会が実施で
きない5、6月の期間にはオンラインを利用し学校説明会を実施した。また、オンデマ
ンド動画を制作し、いつでも学校の情報を得られるようHPで告知している。これらの
取り組みは今後も継続して実施し、新たな生活の中での学生募集の方法として確立し
ていきたい。今後はLINEを利用した個別相談を実施する予定である。過去に経験のな
い社会状況の中で、これまでにない方法で学生募集が実施されている。これらの変化
にしっかりと対応し、入学希望者との接点を作っていかなければならない。

⑰評価表より委員意見（近藤委員）
パブリシティに取り上げられる取り組みは極めて有効で
ある。

⑱評価表より委員意見（竹越委員）
「建築設計デザイン学科」という名称の方がどういった
仕事に就くのかイメージしやすく良いと思う。

⑲評価表より委員意見（髙松委員）
コロナウイルスで大変な時なので、オンラインの説明会
は分かりやすくて良いと思う。
　評価表より委員意見（関根委員）
コロナ禍での募集方法は色々とアイデアを出しながら進
めてほしい。（入学希望者の親へのPR活動など）
　評価表より委員意見（阿久津委員）
コロナ禍でとても難しいかと思うが、今こそデザイン学
校の強みを生かし、広告やHPから分かりやすくすると良
いと思う。

◆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：

⑳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。学習方法については、3年間の在学期間の中で特
別講座を設けて実施している。履修方法については、学生の適性なども含め検討して
いきたい。

⑳評価表より委員意見（髙松委員）
著作権の講義は年に一度実施できると振り返りに繋がると思
う。
　　評価表より委員意見（迫間委員）
デザインを扱う仕事はする上で著作権についての理解は必ず
持っていないといけないので、より深く周知してほしい。
　　評価表より委員意見（関根委員）
個人情報、著作権については、継続して学生に学ぶ機会を設け
てほしい。

◆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：

◆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：

・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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）

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

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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

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

（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＆ブライダル
ビューティ学科・ファッションコーディネート学科　Ⅲインテリア＆家
具クラフト学科

（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

・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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広告プロモーションデザイン学科1年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶プロモーションキャラクターの提案

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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、飯田

広告プロモーションデザイン学科 1年 全員 34名　（広告プロモーションデザイン学科 2年 27名も参加）

中間審査会実施日 2020年11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：城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　34名

授業内評価実施日 2021年1月15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：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科　1年 全員　　34名（34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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

               城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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（2021年2月6日～14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・飯田

・キャラクターのパーツひとつひとつに至るまでなぜそうしたのかを説明した資料をより充実させたい。

・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）

企業・団体等 連携課題　実施報告書

臼田 紘規、太田 愛香、冨山 奈那子、萩 ひかり、山口 世奈、吉成 菜摘　選抜　6名（34名中）

城里町長賞：萩 ひかり（はぎ　ひかり）「スダ爺」、古内茶生産組合賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

1年次修了制作部門　最優秀作品賞：太田 愛香（おおた まなか)「お茶黄門」

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真
データの提供等のご協力をいただけた。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）

・制作したキャラクターをポスター・手提げバック・缶バッチ・物産センター山桜用の
等身パネルに展開し、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）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜12名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・illustratorでのデータ作成技術に個人差が出てしまった。

・連携団体からの評価に「古内茶の広告宣伝として汎用性がある」「お茶の魅力を
伝える切り口が面白い」「デザイン力がある」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）
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広告プロモーションデザイン学科2年

2020年度　修了制作

課題名 古内茶の魅力を伝えるプロモーション企画

レクチャー 2020年8月20日（木）10：00～　レクチャー　七会町民センターアツマーレ

レクチャー対応 連携団体：城里町長 上遠野 修様、城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様、城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊 坂本 裕二様

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 2020年11月12日（木）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：城里町　地域おこし協力隊 坂本 裕二様、まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様　

講師：小池 隆夫 先生 教務：川上、飯田

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　　27名

授業内評価実施日 2021年1月8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　　27名（27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 2021年2月18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：城里町長　上遠野 修様　

　　　　　  　城里町 まちづくり戦略課 課長 小林 克成様

                城里町 まちづくり戦略課 課長補佐 江幡 守仁様

　　　　　　　城里町 地域おこし協力隊　坂本 裕二様

　　　　　　　城里町 まちづくり戦略課 係長 羽部 理恵様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 課長 山口 成治様（オンライン）

　　　　　　　城里町 農業政策課 主事 近澤 優希様 （オンライン）

講師：益子和明先生、小池隆夫先生　教務：園部副学園長、荒井校長、川上、飯田

最終プレゼンテーショ ン発表学生

受賞者

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:30　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：青木 栄恵（あおき　はなえ）

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎3F　L301教室

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・レクチャーを通してクライアントを知ることはできたが、コロナ禍で学生それぞれが生産者への取材を調整することが難しかった。

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　27名  （広告プロモーションデザイン学科 1年 34名も参加）

青木 栄恵、小口 若花南、金子 真夕、小森 紗穂、昆野 彩希、山田 未来　選抜　6名（27名中）

・レクチャーにおいては、団体担当者より古内茶の現状についての説明や茶畑、工
場、直売所を見学する機会を設けていただき詳しく知ることができた。また、写真デー
タの提供等のご協力をいただけた。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では古内茶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）

・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 「お茶のイメージを変える発想である」、「実現性が高い」、
「ターゲットをよく捉えている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。また、元楽天に勤めてい
た城里町長からはストーリーの重要性を指導いただいた。（外部評価）

・城里町役場1F市民ホールにて選抜10名の作品を3/18(木)～3/31(水)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。

・日本茶という学生にとってなじみのない題材を各自がどのような切り口で魅力を伝えていくか苦労した様子だった。

城里町長賞：金子 真夕（かねこ　まゆ）、古内茶生産組合賞：青木 栄恵（あおき はなえ)

・グラフィックデザイン応用では古内茶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）
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広告プロモーションデザイン学科3年

2020年度　修了制作

課題名 水戸ワインプロモーション企画

レクチャー・視察日 2020年8月5日（水）14：00～　鯉淵学園農業栄養専門学校

レクチャー対応 鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様、Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

レクチャー・視察参加者 講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生

教務：川上、飯田

広告プロモーションデザイン学科3年　28名

中間審査会実施日 2020年11月25日（水）13:00～16:10　本校6F プレゼンテーションルーム

中間審査会参加者 連携団体：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

講師：船橋範行先生、岩間琢哉先生、栃尾正俊先生　　　　教務：川上、飯田

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　　28名

授業内評価実施日 （セールスプロモーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　4名（4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）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

（映像・アニメーションゼミ）

2021年1月13日（水）13:00～16:10　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　12名（12名発表した中から代表プレゼンテーション発表学生4名の選抜）

代表プレゼンテーション実施日 2021年2月24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：鯉淵学園農業栄養専門学校 副学園長　長谷川 量平様

　　　　　　   Domaine MITO株式会社 代表取締役 宮本 紘太郎様

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、飯田

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：赤津 裕一、一ノ澤  しずく、深作 杏、細谷 遥

グラフィックデザイン実践ゼミ：小林 杏菜、瀬谷 まどか、田澤 紗那、若林 さくら

映像・アニメーションゼミ：加藤 れいな、成田 ヒカリ、平川 華恋、人見 文菜 選抜　8名＋1チーム（18名中）

受賞者 水戸ワイン賞：グラフィックデザイン実践ゼミ　若林 さくら

審査会実施日 2021年2月6日（土）13:30～15:40　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　10名参加　

教育課程編成委員：茨城デザイン振興協議会 倉田 稔之様、スタジオサカ 坂 大樹様、いばらき印刷 椿本 学様、

　　　　　　　　　　　　　茨城県デザインセンター 西條 友弥子様

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：若林 さくら（わかばやし さくら)

作品展示期間・場所 修了制作展（2021年2月6日～14日）本校舎1F ギャラリー

成果の評価

反省点

教務対応担当 荒井校長・川上・飯田

・それぞれの提案に水戸ワインらしさがより打ち出されるとよかった。

・セールスプロモーションゼミではグループ企画の全体像が分かる展示があるとよかった。

企業・団体等 連携課題　実施報告書

・視察においては、実際に鯉淵学園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、Domaine mito株式会社に協力いただきワインの醸造工程を
体験する機会を設けていただき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、まちなかワイナリーをどのように捉えたか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。また、農業産物から商品にするまでの過程を学べた。そして、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）

・水戸ワイン賞受賞作品を水戸市歯科医師会の記念ボトルのラベルデザインとして採用していた
だいた（外部評価）

・グラフィックデザイン実践ゼミでは展示計画まで含めた提案ができたが、実際の展示物までさらにこだわった制作が必要である。

・映像・アニメーションゼミでは視聴媒体に合わせた作り込みとプレゼンテーションを行う必要がある。

・連携団体からの評価に 「実際に活用してみたい」、「地域とのつながりが感じられる」、「商品に
対して興味が湧く」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、ド
メーヌ水戸、鯉淵学園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3
級」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

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。

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）

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。

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）　２０２０年度
分類

授業科目名 授業科目概要
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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

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。

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）

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。

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）　２０２０年度
分類

授業科目名 授業科目概要
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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

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。

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）

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。

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）　２０２０年度
分類

授業科目名 授業科目概要
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○
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 ○ ○ ○

　　　科目

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。

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）

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。

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）　２０２０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
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必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
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 Dreamweaver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。

3前 60 2 ○ ○ ○

　　　科目

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１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）

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。

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）　２０２０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
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必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
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 ○ ○ ○

　　　３６科目

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１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）

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。

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）　２０２０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
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