
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

■クラス担任制：

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

AFT色彩検定3級 ③ 33人 32人

人

人

人

％

■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 29

3 名 4 ％
平成29年4月1日時点において、在学者75名（平成29年4月1日入学者を含む）
平成30年3月31日時点において、在学者72名（平成30年3月31日卒業者を含む）

（例）学校生活への不適合・経済的問題・進路変更等

進路変更他

■中退防止・中退者支援のための取組
(例）カウンセリング・再入学・転科の実施等

https://www.design-hamamatsu.jp

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度： 　有・無
人物、学力に優れ、他の模範となるであろうと認められる者に対し、学費を優遇する特待生制度がある。本校の行う特待生選考の試験結果に基づき、＜特待生・準特

待生Ａ・準特待生Ｂ＞を認定している。

■専門実践教育訓練給付： 　給付対象・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

■民間の評価機関等から第三者評価： 　有・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）

経済的支援
制度

第三者による
学校評価

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■中途退学の主な理由

就職等の
状況

■主な就職先、業界等（平成２８年度卒業生）

■卒業者数　： 28 クリエイター能力試験
illustratorエキスパート ③ 32人 6人

■就職希望者数　　：

■その他
2名

■就職率　： 96.3

： 96

主な学修成果
（資格・検定等）

■国家資格・検定/その他・民間検定等
浜松ロール工業(株)、(株)メーカーズマーク、ＭＰ(株)、(株)ス
ターズデザイン、トキワ印刷(株)、(株)メディア２２世紀、杉森印
刷(株)

27

■就職者数　　： 26

（平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

■就職指導内容
就職担当と各学科担当が綿密に連携をとり、求人開拓、情報
収集、学生指導等を行っている。

年度卒業者に関する

平成30年5月1日 時点の情報） ※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

（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

長期休み

■学年始：4月1日～4月3日
■夏　 季：7月21日～8月30日
■冬　 季：12月15日～1月8日
■春   季：3月9日～3月31日

卒業・進級
条件

■必須科目の成績評価に不可が無いこと
■年間出席時限数が850単位時間（425限）以上であること
■学納金が未納でないこと

学修支援等

無

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 （例）学生自治組織・ボランティア・学園祭等の実行委員会等

インターンシップ
企業コラボレーション企画

定期的に担当教員・教務課長が各種
手段で連絡し、保護者と相談しながら
改善策を検討する。 ■サークル活動： 有

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学年末までに課題提出または試験を実施、平素の取り組み
状況を加味し60点以上を合格とする。

90人 74人 0人 3人 22人 25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
3060 240時間 2820時間 0時間

認定年月日 平成29年　2月　　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 文化・教養専門課程 グラフィックデザイン科
平成２３年文部科学省告示

第１６７号
-

学科の目的
本学科は、広告・デザイン業界における総合的な学習を行い、実務能力と技術、デザイン力を兼ね備えた、人材の育成を目的とする。また時代に即応した
ビジネスセンスも学び、業界のスペシャリストとして幅広く活躍できる適応能力も身につける。

054-200-3333
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
静岡理工科大学

昭和27年3月31日 橋本　新平
〒420-8538
静岡県静岡市葵区相生町12番18号

（電話）

専門学校　浜松デザイン
カレッジ

平成20年3月21日 松本　文晴
〒430-0929
静岡県浜松市中区中央3丁目10-31

（電話） 053-450-6555

（別紙様式４）

平成30年6月30日※１
（前回公表年月日：平成29年6月30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



種別

①

③

ブランディングデザイ
ン

２年次に学んだ企業のブランディングをさらに実践に使えるよう企
業とのコラボレーションを行う。

株式会社ブルックスタジオ

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

グラフィックデザイン科が目指す進路である広告、デザイン業界での重要な科目について、業界の経験豊富な講師の評価を受け
る。実施にあたり事前に打ち合わせを行い、全時間終了後の到達目標の設定、講義と演習の割り振り、成績評価方法を決定し、
これに則って授業をする。
また、本校教員が各回の企業講師の指導内容を学生に定着させ、課題の補足指導行う連携をする。

（３）具体的な連携の例

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

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

広告デザイン業界に就職する学生に対し、関連する業界内での仕事への取り組み方（基本行動）や発想力を演習・実習を通して
経験し体得することができ、運営に協力的な企業を選定している。
同時に業界で活動している方を講師に招き、現場の声を学校教育の場に注ぎ込むことにより、教育内容と指導体制を改善させ
る。

平成30年2月1日～平成31年1月31日

中島　康弘 専門学校浜松デザインカレッジ　校長代理・教務課長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

（開催日時）
第１回　平成30年3月27日　10：00～12：00
第２回　平成30年8月6日　16：00～17：00（予定）

（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

Webデザインのトレンドも変化が大きく、今は映像系の授業が高まってきている。これからは看板やポスターなどへも成長し需要
が高まる見込みがある。カリキュラムを強化して取り組んでいくようにしている。

　※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

年２回（3月・8月）

平成30年4月1日現在

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

広告デザイン業界に必要とされる知識、技術、感覚を向上させるためのプログラムを教育課程に取り入れ、即戦力として活躍でき
る人材を育成するために、教育課程編成委員会を開催し、関連業界や関係者の意見を踏まえ、授業科目及び授業時間の見直し
を検討する。また、教育内容を業界のニーズに合うように見直し、教育課程及びシラバスの内容を改善する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

企業等のニーズを教育に反映させるため、学校組織内における教育課程編成委員会の位置づけを「専門学校　浜松デザインカ
レッジ教育課程編成委員会の位置づけにかかわる規則」として、またその運営も「専門学校　浜松デザインカレッジ教育課程編成
委員会の規則」として制定する。委員会での審議内容は職員会議で報告され、教務課にて各学科での話し合いで教育課程に反
映させる。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

高田　博道 専門学校浜松デザインカレッジ　グラフィックデザイン科長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

内田　雅之

松本　文晴

株式会社グランロード　代表取締役社長

専門学校浜松デザインカレッジ　校長

平成30年2月1日～平成31年1月31日

平成30年4月1日～平成31年1月31日

名　前 所　　　属 任期

鈴川　辰男 静岡県広告業協会　理事長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

牧野　洋之 専門学校浜松デザインカレッジ　広報推進担当　課長代理



②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：ファシリテーションの効果を実感する体験学習
主催：一般財団法人職業教育キャリア財団
期間：2017年8月24日-25日　対象者　教職員１名
概要：体験から学ぶ方法としての「ラボラトリー方式の体験学習」について理解を深め、教育活動におけるプロセスを大切にした
学生との関わり方や観察力の必要性を感じる上で、教員自らがファシリテーションを体験する。体験で得た効果を実感することを
通じて、自らがファシリテーターとなるためにどのようなマインドで基礎的なスキルを必要とするか確認し、今後の教育・指導力向
上に活かすきっかけとする
②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：発達障害学生への理解と指導方法
主催：浜松市発達障害相談センター
期間：2017年8月21日　対象者　教職員5名
概要：発達障害学生への理解と指導方法（浜松市発達障害相談センター）発達障害とは何かを正しく理解し、学習・就職指導
         において配慮すべきことや他の学生との対応で留意すべきことを学ぶ。

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

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

（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

「専門学校　浜松デザインカレッジ　職員研修規程」を定め、教員の資質、人間性、専門分野における知識、技術の向上を図るた
め「職員研修」を、企業等及び研修機関と連携して、育成対象の教員に対し組織的及び計画的に実施している。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等



種別

保護者

卒業生

企業

企業

企業

地域住民

事務局

事務局

間淵　雅宏 平成30年5月24日～平成31年5月31日

竹山　華奈

内田　雅之

後藤　真由美

専門学校　浜松デザインカレッジ　後援会　会長

株式会社グランロード　代表取締役社長

株式会社ブティックビギ　販売部部長

平成30年5月24日～平成31年5月31日

平成30年5月24日～平成31年5月31日

平成30年5月24日～平成31年5月31日

専門学校　浜松デザインカレッジ　同窓会　会長

URL:https://www.design-hamamatsu.jp

（１０）国際連携の状況 学校情報　10．国際連携の状況
（１１）その他 学校情報　11．その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 学校情報　7．学生納付金・修学支援
（８）学校の財務 学校情報　8．学校の財務
（９）学校評価 学校情報　9．学校評価

（４）キャリア教育・実践的職業教育 学校情報　4．キャリア教育・実践的職業教育
（５）様々な教育活動・教育環境 学校情報　5．教育施設・設備、学校行事、さまざまな教育活動
（６）学生の生活支援 学校情報　6．学生の生活支援

（１）学校の概要、目標及び計画 学校情報　1．学校概要、教育理念、教育目標
（２）各学科等の教育 学校情報　2．各学科の教育
（３）教職員 学校情報　3．教職員

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

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校の教育活動及び学校運営について理解を求めるため、詳細について「学校評価報告書」と「学校情報」をホームページ上で
公開している。

（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
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

　※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。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生、校長等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL　https://www.design-hamamatsu.jp
平成30年6月30日

松本　文晴 専門学校　浜松デザインカレッジ　校長 平成30年5月24日～平成31年5月31日

中島　康弘 専門学校　浜松デザインカレッジ　校長代理 平成30年5月24日～平成31年5月31日

浅井　太一 株式会社呉竹荘　婚礼課マネージャー 平成30年5月24日～平成31年5月31日

山﨑　文彦 松江町自治会 平成30年5月24日～平成31年5月31日

会議の充実については継続して実施している。　卒業生のネットワークの活用が課題となるが、まずは卒業生情報を収集整理し
て、同窓会の仕組みをつくることを始めていく。H32までに全卒業生の一覧をまとめる。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
平成30年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（１０）社会貢献・地域貢献 基準8　社会貢献・地域貢献、国際交流
（１１）国際交流 基準8　社会貢献・地域貢献、国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

（７）学生の受入れ募集 基準6　学生の募集と受入
（８）財務 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守
（９）法令等の遵守 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守

（４）学修成果 基準3　教育成果
（５）学生支援 基準4　学生支援
（６）教育環境 基準5　教育環境

（１）教育理念・目標 基準1　教育理念・目標
（２）学校運営 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守
（３）教育活動 基準2　教育活動

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

（１）学校関係者評価の基本方針

本校における学校関係者評価は、年度の教育活動をまとめた自己点検評価報告書について外部の学校関係者から意見をいた
だき、学校教育に反映させることにより教育活動及び学校運営をより良いものに改善することを目的としている。

（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
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目


	別紙様式４ （新)
	別紙様式４（２）

