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２-３ デザイン分野 
 
 アンケートにおいて、本校が設定したデザイン分野の能力の項目に関する企業と卒業生の回答結果を

別添の【資料２－３（ａ）】～【資料２－３（ｃ）】に示す 

 

ａ グラフィックデザイン分野 【資料２－３（ａ）】 
 

（１）企業が入社時に求めている能力水準の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した 11項目のうち 10項目について、過半数の企業が「基礎的な水準以上」を求めており、特に、

「グラフィックデザイン・色彩に関する知識」（93.4％）、「写真に関する知識」（93.3％）、「組版ルール

に関する知識」、「文字校正に関する知識」(いずれも 80.0%）といった項目については、８割以上の企業

が基礎レベル以上の確実な習得を求めている。 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した 17 項目の全てについて、過半数の企業が｢基礎的な水準以上｣を求めており、特に重要度が

高いものを見ていくと、「写真をメインビジュアルとした印刷物のデザイン」、「イラストレーションを

メインビジュアルとした印刷物のデザイン」、「画像処理ソフトの操作技術」、｢企画力・アイデア発想力｣、

（いずれも 93.3％）となっている。 

 ウ 「その他」について 

 【資料２－３】には掲載していないが、アンケート結果の集計報告に掲載しているとおり、本校が設

定した項目以外に、問題解決の能力に関連して 3 件、新技術への対応について 1 件の計４件の自由記載

があった。 
  
 

（２）企業の卒業生評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した項目の多くで評価結果の平均が「概ね良好」と「やや不足」の中間値である 1.5よりやや低

い結果となっており、極端な評価結果が表れた能力はなかったが、傾向としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・グラフィックデザイン・色彩に関する知識  
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・安全衛生に関する知識   ・マーケティングに関する知識 
 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した 17 項目のうち 11項目で評価結果の平均が「概ね良好」と「やや不足」の中間値である 1.5

の以上となっているが、傾向としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・図的表現・イラストレーションの表現力   ・ドロー系ソフト操作技術 

 ・画像処理ソフトの操作技術 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・エディトリアルデザインの制作プロセスの理解とデータ作成 

 ・プレゼンテーション能力 

（※）デザイン分野については、本校における訓練として、 

  ａ：グラフィックデザイン、ｂ：スペースデザイン、ｃ：プロダクトデザイン 

  の３分野に分けたうえで学生がコース選択を行うため、専門分野能力に関するアンケートにつ 

  いても細分化を行っている。 
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（３）卒業生自身の習得度評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 回答の傾向として全体的に評価のばらつきが大きいが、傾向としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・グラフィックデザイン・色彩に関する知識  ・印刷・製本に関する知識  
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・品質管理・生産工学に関する知識  ・マーケティングに関する知識 
 
 イ 「技術・技能」について 

 設定した 15の質問項目のうち、評価平均が「基本は身についた」となる 1.0 以上となったものは、過

半数の 11 項目であり、技術・技能に関して比較的基礎までの習得認識が高いが、傾向としては次のと

おりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 

 ・ドロー系ソフトの操作技術 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・ＷＥＢデザイン制作の技術 

 

（４）卒業生が入社後に重要と感じた事項 

 ア 「知識」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたとの回答があった割合が半数以下となっているものが

11項目のうち 10項目であったが、傾向としては次のとおりである。 
 
○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・文字校正の知識 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・安全衛生に関する知識 
 

 イ 「技術・技能」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたとの回答があった割合が半数以下となっているものが

17項目のうち 14項目であったが、傾向としては次のとおりである。 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・納期に合わせて工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 

 ・オフィス系ソフトウエアに関する技術   ・画像処理ソフトの操作技術 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・ビジネスフォームや表組のレイアウト  ・写真をメインビジュアルとした印刷物のデザイン 

 ・プレゼンテーション能力   ・ＷＥＢデザイン制作の技術 

 

（５）企業が入社後 10年程度の人材に求める重要事項 

 ア 「知識」について 

 11の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 6 項目あるが、傾

向としては次のとおりである。 
 
○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 

 ・グラフィックデザイン・色彩に関する知識   ・印刷・製本に関する知識 
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 
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 ・品質管理・生産工学に関する知識  
 

 イ 「技術・技能」について 

 17 の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 6 項目であるが、

傾向としては次のとおりである。 
 
○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 

 ・後輩などに仕事を教える能力  ・納期に合わせて工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 

 ・企画力・アイデア発想力 
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 

 ・オフィス系ソフトウエアに関する技術  ・単票印刷物のレイアウト 

 ・ビジネスフォームや表組のレイアウト 

  

（６）総合的な所見に基づく社会人基礎力の教育訓練の課題と必要な対応 

 前記（１）~（５）の傾向が見られるアンケート結果について、【資料２－３（ａ）】のように能力の項

目ごとに整理した結果明らかになったグラフィックデザイン分野の訓練に関する課題に対し、次のとお

り対応していくこととする。 

 

専門分野の能力・スキルの項目   【知識】 今後の方向性 

組版ルールに関する知識 

学生の能力向上のため訓練を強化 製版に関する知識 

写真に関する知識 

印刷・製本に関する知識 

学生の能力向上と中核人材育成のため訓練を強化  
Webデザインに関する知識 

情報処理に関する知識 

マーケティングに関する知識 

安全衛生に関する知識 
訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 

品質管理・生産工学に関する知識 

 

専門分野の能力・スキルの項目 【技術・技能】 今後の方向性 

頁物印刷物のレイアウト 

学生の能力向上のため訓練を強化  エディトリアルデザインの制作プロセスの理解とデータ作成 

プレゼンテーション能力 

企画力・アイデア発想力 中核人材育成のため訓練を強化 

オフィス系ソフトウェアに関する技術 学生の能力向上のため訓練を強化 

Webデザイン制作の技術 訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 

後輩などに仕事を教える能力 中核人材育成のため訓練を強化 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ｂ スペースデザイン分野 【資料２－３（ｂ）】 
 

（１）企業が入社時に求めている能力水準の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した 10項目のうち 9項目について、過半数の企業が「基礎的な水準以上」を求めており、特に、

「建築（構造・製図・施工）の知識」、「業界の仕組みに関する理解」（いずれも 100％）、「専門用語に関

する知識」、「情報処理知識」(いずれも 83.3%）といった項目については、８割以上の企業が基礎レベル

以上の確実な習得を求めている。 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した 18 項目のうち、過半数の企業が｢基礎的な水準以上｣を求めているのは 14 項目であったが、

特に重要度が高いものを見ていくと、「図面の作成・理解など製図の技術」、「ＣＡＤの操作」、「安全衛生

に意欲的に取り組む行動力」、｢グループにおける協力作業｣、｢プレゼンテーション能力｣、｢企画力・ア

イデア発想力｣、｢オフィス系ソフトウエアに関する技術｣、｢後輩などに仕事を教える能力｣（いずれも

83.3％）の 8項目は、８割以上の企業が基礎レベル以上の確実な習得を求めている。 

 

 ウ 「その他」について 

 アンケートでは、｢その他｣として本校が設定した項目以外に自由記載の回答を可能としたが、｢その

他｣の解答はなかった。 
  
 

（２）企業の卒業生評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した全ての項目で評価結果の平均が「概ね良好」に相当する 2.0に近い評価結果となっているが、

傾向としては次のとおりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 

 ・公共施設・商業施設・住宅等に関する知識   ・材料及び加工に関する知識 

 ・情報処理に関する知識   ・マーケティングに関する知識（1 社のみの評価結果） 

 ・安全衛生に関する知識 

 ・イベント･舞台等に関する知識   （これらについては評価値 2.0） 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 （上記以外にも項目として他に 4項目あり、評価値として 2.0には及ばなかったが、1.6以上となっ 

  ている。） 
 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した全ての項目で評価結果の平均が「概ね良好」に相当する 2.0に近い評価結果となっているが、

傾向としては次のとおりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 

 ・グラフィックソフトの操作技術   ・安全衛生に意欲的に取り組む行動力 

 ・グループにおける協力作業   ・プレゼンテーション能力   ・企画力・アイデア発想力 

 ・オフィス系ソフトウェアに関する技術  ・Web デザイン制作の技術  

 ・後輩などに仕事を教える能力  ・納期にあわせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 

 （手工具の取り扱い、電動工具の取り扱い、展示ブースのデザイン・設計・施工、舞台美術(大道具） 

  の制作・設置・撤去の 4 項目についても評価は高かったが 1 社のみの評価であった。） 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 （上記以外にも項目として他に 5 項目あり、評価値として 2.0には及ばなかったが、1.5以上となっ 

  ている。） 
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（３）卒業生自身の習得度評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 回答の傾向として、評価値の平均が｢基本は身についた｣に相当する 1.0 近傍に集中しているが、傾向

としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・安全衛生に関する知識  ・品質管理・生産工学に関する知識  
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・業界の仕組みについての理解  ・マーケティングに関する知識 
 
 イ 「技術・技能」について 

 設定した 16の質問項目のうち、評価平均が「基本は身についた」となる 1.0 以上となったものは、10

項目であり、技術・技能に関して比較的基礎までの習得認識が高いが、傾向としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・グラフィックソフトの操作技術   ・ＣＡＤの操作 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・手工具の取り扱い  ・舞台美術(大道具）の制作・設置・撤去  

 ・住宅等の施工の進行管理と施工 

 

（４）卒業生が入社後に重要と感じた事項 

 ア 「知識」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたと回答があった割合が半数以下となっているものが 10

項目のうち 8項目であったが、傾向としては次のとおりである。 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・建築（構造・製図・施工）の知識   ・専門用語に関する知識 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・マーケティングに関する知識  ・品質管理・生産工学に関する知識 
 

 イ 「技術・技能」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたとの回答があった割合が半数以下となっているものが

16項目のうち 11項目であったが、傾向としては次のとおりである。 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・納期に合わせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 

 ・プランニング能力（計画・アイデア・企画・プレゼン等） 

 ・図面の作成・理解など製図の技術   ・ＣＡＤの操作 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・手工具の取り扱い  ・電動工具の取り扱い  ・安全衛生に意欲的に取り組む行動力 

 ・作業環境の改善 

 

（５）企業が入社後 10年程度の人材に求める重要事項 

 ア 「知識」について 

 10の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 8 項目あるが、傾

向としては次のとおりである。 
 

○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 
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 ・建築（構造・製図・施工）の知識   ・専門用語に関する知識 
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 

 ・マーケティングに関する知識   ・品質管理・生産工学に関する知識  
 

 イ 「技術・技能」について 

 18の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 15項目であるが、

傾向としては次のとおりである。 
 

○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 

 ・ＣＡＤの操作  ・グループにおける協力作業   ・後輩などに仕事を教える能力 

 ・納期に合わせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 

 ・手工具の取り扱い  ・電動工具の取り扱い  ・ＷＥＢデザイン制作の技術 

  

（６）総合的な所見に基づく社会人基礎力の教育訓練の課題と必要な対応 

 前記（１）~（５）の傾向が見られるアンケート結果について、【資料２－３（ｂ）】のように能力の項

目ごとに整理した結果明らかになったスペースデザイン分野の訓練に関する課題に対し、次のとおり対

応していくこととする。 

 

専門分野の能力・スキルの項目   【知識】 今後の方向性 

専門用語に関する知識 
中核人材育成のため訓練を強化 

貴社の属する業界の仕組みについての理解 

マーケティングに関する知識 訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 

 

専門分野の能力・スキルの項目 【技術・技能】 今後の方向性 

ＣＡＤの操作 中核人材育成のため訓練を強化 

手工具の取り扱い 

訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 
電動工具の取り扱い 

展示ブースのデザイン・設計・施工 

舞台美術（大道具）の制作・設置・撤去 

グループにおける協力作業 

中核人材育成のため訓練を強化  後輩などに仕事を教える能力 

納期にあわせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 
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Ｃ プロダクトデザイン分野 【資料２－３（ｃ）】 
 

（１）企業が入社時に求めている能力水準の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した 14項目のうち 13項目について、過半数の企業が「基礎的な水準以上」を求めており、特に、

「製作物と三面図の関係に関する知識」(93.4%)、「制作案の内容を共同作業者、顧客、ユーザーに的確

に伝えるための知識」（80.0％）といった項目については、８割以上の企業が基礎レベル以上の確実な習

得を求めている。 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した 16 項目のうち、過半数の企業が｢基礎的な水準以上｣を求めているのは 11 項目であったが、

特に重要度が高いものを見ていくと、「２Ｄ－ＣＡＤの操作」、「３Ｄ－ＣＡＤの操作」、「アイデアスケッ

チの表現」、｢オフィス系ソフトウエアに関する技術｣、（いずれも 80.0％）の 4項目は、８割以上の企業

が基礎レベル以上の確実な習得を求めている。 

 

 ウ 「その他」について 

 【資料２－３】には掲載していないが、アンケート結果の集計報告に掲載しているとおり、本校が設

定した項目以外に、知識に関して力学関連の事項等 6 件、技術・技能に関して概念化能力等 4 件の自由

記載があった。 
  
 

（２）企業の卒業生評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 設定した項目の多くで評価結果の平均が「概ね良好」と「やや不足」の中間値である 1.5をやや上回

る結果となっており、極端な評価結果が表れた能力はなかったが、傾向としては次のとおりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 

 ・業務課題解決に必要な情報の収集方法に関する知識 

 ・製作物と三面図の関係に関する知識    
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・品質管理・生産工学に関する知識  ・情報処理に関する知識 
 

 イ 「技術・技能」について 

 設定した項目の多くで評価結果の平均が「概ね良好」に相当する 2.0に近い評価結果となっているが、

傾向としては次のとおりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 

 ・グラフィックソフトの操作  ・正投影法・等角投影法・透視投影法による表現 

 ・鉛筆を用いたデッサンで、対象物を描く  ・クレイモデルの製作 

 ・ハードモデル（FRP・注型等）の製作 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 （上記以外にも他に 11 項目を設定したが、評価値として 2.0には及ばないものの、1.5以上となっ 

  ている。） 

 

（３）卒業生自身の習得度評価の傾向 

 ア 「知識」について 

 卒業生から寄せられた回答は各項目でばらつく傾向があるものの、全ての項目で評価値の平均が｢基

本は身についた｣に相当する 1.0 を越えていたが、傾向としては次のとおりである。 
 
○評価が相対的に高かったもの 
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 ・製作物と三面図の関係に関する知識 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・制作案の内容を共同作業者、顧客、ユーザーに的確に伝えるための知識 

  ※回答のばらつきが比較的大きかったため、平均値での評価は注意を要する。 
 
 イ 「技術・技能」について 

 知識と同様に卒業生から寄せられた回答は各項目でばらつく傾向がある中、全ての項目で評価値の平

均が｢基本は身についた｣に相当する 1.0 を越えていたが、傾向としては次のとおりである。 
 

○評価が相対的に高かったもの 

 ・３Ｄ－ＣＡＤの操作  ・デザインモデルから３Ｄ－ＣＡＤデータの作成 

 ・正投影法・等角投影法・透視投影法による表現 

 ※なお、これらの項目については回答のばらつきが比較的大きかったため、平均値での評価は注意を要する。 
 

○評価が相対的に低かったもの 

 ・ＷＥＢデザイン制作の技術 

 

（４）卒業生が入社後に重要と感じた事項 

 ア 「知識」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたとの回答があった割合が半数以下となっている項目が

14項目中 13項目となっているが、傾向としては次のとおりである。 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・製作物と三面図の関係に関する知識 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・論理的な思考でアイデア展開するための知識  ・情報処理に関する知識 

 ・マーケティングに関する知識  ・安全衛生に関する知識 
 

 イ 「技術・技能」について 

 項目によるばらつきがある中で、重要と感じたとの割合があった割合が半数以下となっている項目が

16項目のうち 11項目となっているが、傾向としては次のとおりである。 
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に多かったもの 

 ・３Ｄ－ＣＡＤの操作  ・２Ｄ－ＣＡＤの操作  ・オフィス系ソフトウエアに関する技術  
 

○重要だと感じたという回答の割合が相対的に少なかったもの 

 ・ハードモデル（FRP・注型等）の製作  ・グラフィックソフトの操作 

 ・ＷＥＢデザイン制作の技術 

 

（５）企業が入社後 10年程度の人材に求める重要事項 

 ア 「知識」について 

 14の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 6 項目あるが、傾

向としては次のとおりである。 
 

○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 

 ・制作案の内容を共同作業者、顧客、ユーザーに的確に伝えるための知識 

 ・業務課題解決に必要な情報の収集方法に関する知識 
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 

 ・色彩に関する知識   ・ものづくりに必要な人体の寸法や機能、心理的特性に関する知識  
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 イ 「技術・技能」について 

 16 の設定項目に対して、重要になると回答した企業が 30%以上となっているものが 7 項目であるが、

傾向としては次のとおりである。 
 

○重要と回答した割合が相対的に多かったもの 

 ・納期に合わせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力   ・後輩などに仕事を教える能力 

 ・プレゼンテーション能力   ・クオリティを下げずに短い時間で作業する能力  
 

○重要と回答した割合が相対的に少なかったもの 

 ・グラフィックソフトの操作  ・ＷＥＢデザイン制作の技術   

 ・鉛筆を用いたデッサンで、対象物を描く  ・クレイモデルの製作   

 ・ハードモデル（FRP・注型等）の製作 

  

（６）総合的な所見に基づく社会人基礎力の教育訓練の課題と必要な対応 

 前記（１）~（５）の傾向が見られるアンケート結果について、【資料２－３（ｃ）】のように能力の項

目ごとに整理した結果明らかになったプロダクトデザイン分野の訓練に関する課題に対し、次のとおり

対応していくこととする。 

 

専門分野の能力・スキルの項目   【知識】 今後の方向性 

情報処理に関する知識 訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 

品質管理・生産工学に関する知識 学生の能力向上のため訓練を強化 

 

専門分野の能力・スキルの項目 【技術・技能】 今後の方向性 

プレゼンテーション能力 
中核人材育成のため訓練を強化 

企画力・アイデア発想力 

Webデザイン制作の技術 訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討 

クオリティを下げずに短い時間で作業する能力 
中核人材育成のため訓練を強化 

納期にあわせた工程計画を立て、主体的に遂行できる能力 

 

 

ｄ デザイン分野全般に係る資格について （企業へのアンケート集計結果報告書 P60 参照） 
 

 ア 入社前までに取得しておく必要がある資格 

 必要があると挙げられた資格等は自動車運転免許（16.7%)のみであった。 
 
 イ 入社前までの取得が好ましい資格 

 企業から挙げられた資格等は１９種類で、最も多いものは自動車運転免許（8.3%）、その他１８の資格

等については 2.8％、すなわち１社のみから回答があったものであった。 

 なお、自動車運転免許以外の１８の資格等のうち、本校内のデザイン分野の訓練の中で取得支援を既

に実施しているのは、第二種電気工事士のみである。 

 

 

 

 

 

 

 


