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２-４ 産業デザイン科 
 
（１）アンケートで明らかになった課題に関連がある教科と今後の方向性 

 産業デザイン科では、デザイン分野をグラフィック、スペース、プロダクトの３つの分野に細分化し、

訓練の途中から、希望する学生がいずれかの分野を専攻して学ぶ方法で訓練を運営しており、アンケー

トについても３分野に分けたうえで実施した。 

 アンケートに示した知識、技術・技能と、産業デザイン科の各教科の関連性は別添の【資料４－４】

のとおりであり、現在、アンケート項目の全てについて授業の中で取り扱っている。 

 これに対して、Ⅱ アンケートの分析結果 で整理した【資料２－３】における個々の知識、技術・技

能に関する課題を統合して整理した結果を【資料５－４】に示す。 

 これらの結果を踏まえ、産業デザイン科における訓練カリキュラムの今後の改善点を俯瞰すると、次

の対応が考えられる。 

 

○企業の中核人材として活躍するための強化ポイント 

（ａ）グラフィックデザイン 

強化すべき知識 現状と今後 

印刷・製本に関する知識 
現状 関連する教科：５教科、訓練時間：１６時間 

今後 平成２７年度より分野選択の授業の拡大と訓練内容の充実を推進中 

ＷＥＢデザインに関する知識 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：１８時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

情報処理に関する知識 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：１３時間 

今後 ３分野共通授業の水準を維持、分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

マーケティングに関する知識 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：２０時間 

今後 平成２９年度より共通授業の訓練内容を見直し 
 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

企画力・アイデア発想力 
現状 関連する教科：１７教科、訓練時間：１４４時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

後輩などに仕事を教える能力 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：７２時間 

今後 教科以外での対応も視野に置いた教育訓練の充実を推進  

 

（ｂ）スペースデザイン 

強化すべき知識 現状と今後 

専門用語に関する知識 
現状 関連する教科：１２教科、訓練時間：４４時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

企業の属する業界の仕組みにつ

いての理解 

現状 関連する教科：２教科、訓練時間：４時間 

今後 ３分野共通授業及び分野選択の授業の見直しにより訓練内容の充実を推進 
 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

ＣＡＤの操作 
現状 関連する教科：７教科、訓練時間：６２時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

グループにおける協力作業 
現状 関連する教科：９教科、訓練時間：４７時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 
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強化すべき技術・技能 現状と今後 

後輩などに仕事を教える能力 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：７２時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

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 

現状 関連する教科：１８教科、訓練時間：３０３時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

 

（ｃ）プロダクトデザイン 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

プレゼンテーション能力 
現状 関連する教科：１７教科、訓練時間：１３８時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

企画力・アイデア発想力 
現状 関連する教科：１７教科、訓練時間：１３０時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

クオリティを下げずに短い時間で作業する能力 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：１７時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

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 

現状 関連する教科：１４教科、訓練時間：３２９時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

 

 

○企業の評価等を踏まえて学生の能力向上を図るべきポイント 

（ａ）グラフィックデザイン 

強化すべき知識 現状と今後 

組版ルールに関する知識 
現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１０時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進   

製版に関する知識 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：４時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進   

写真に関する知識 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：１８時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進   

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

頁物印刷物のレイアウト 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：１５時間 

今後 平成２６年度より訓練の拡大と訓練内容の充実を推進中 

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 

現状 関連する教科：６教科、訓練時間：４３時間 

今後 平成２７年度より訓練の拡大と訓練内容の充実を推進中 

プレゼンテーション能力 
現状 関連する教科：１５教科、訓練時間：７０時間 

今後 ３分野共通の取組みとして訓練内容の充実を推進 

オフィス系ソフトウェアに関する技術 
現状 関連する教科：５教科、訓練時間：３４時間 

今後 分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

 

（ｂ）スペースデザイン 

 

   なし 
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（ｃ）プロダクトデザイン 

強化すべき知識 現状と今後 

品質管理･生産工学に関する知識 
現状 関連する教科：５教科、訓練時間：６１時間 

今後 ３分野共通授業と分野選択の授業内で訓練内容の充実を推進 

 

 なお、企業から自由意見として記載があった、入社時に必要な知識（グラフィック：15 件、プロダク

ト：6 件）、技術・技能（プロダクト：4 件）、及び 10 年後に重要な事項（グラフィック：9 件、スペー

ス 1 件、プロダクト：12 件）に関しては、デザイン分野に従事する者としてのヒューマンスキル要素に

関するものが多く、専門分野に関しての知識、技術・技能と併せ、自主性と柔軟性を持った人材育成に

配慮した２年間の教育訓練により対応していく。 

 

○訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討が必要な事項 

（ａ）グラフィックデザイン 

精査・検討が必要な知識 現状と今後 

安全衛生に関する知識 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１５時間 

今後 

今回のグラフィック分野のアンケート結果からは、必要性が高く

なかったが、プロダクトやスペース分野での安全教育の必要性

を踏まえ、現在の３分野共通授業の水準は維持 

品質管理・生産工学に関する知識 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：６１時間 

今後 

今回のグラフィック分野のアンケート結果からは、必要性が高く

なかったが、プロダクト分野での必要性を踏まえ、現在の３分野

共通授業の水準は維持 

 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

ＷＥＢデザイン制作の技術 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３０時間 

今後 

今回のグラフィック分野アンケートでは技術・技能としての必要

性が高くなかったが、知識の必要性の高さや今後の対応職域

の拡大を目指して、選択授業内の訓練内容の充実を推進 

 

（ｂ）スペースデザイン 

精査・検討が必要な知識 現状と今後 

マーケティング関する知識 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：２６時間 

今後 

今回のスペースデザイン分野アンケートでは知識としての必要

性は高くなかったが、グラフィックデザイン分野での必要性を踏

まえ、３分野共通授業の水準は維持 

 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

手工具の取り扱い 

現状 関連する教科：９教科、訓練時間：５０時間 

今後 
今回のスペースデザイン分野アンケートでは必要性が高くなか

ったが、就職対応職域の確保のため現在の訓練を継続 

電動工具の取り扱い 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１５時間 

今後 
今回のスペースデザイン分野アンケートでは必要性が高くなか

ったが、就職対応職域の確保のため現在の訓練を継続 

展示ブースのデザイン・設計・施工 

現状 関連する教科：６教科、訓練時間：３６時間 

今後 
今回のスペースデザイン分野アンケートでは必要性が高くなか

ったが、就職対応職域の確保のため現在の訓練を継続 
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精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

舞台美術（大道具）の制作・設置・撤去 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１８時間 

今後 
今回のスペースデザイン分野アンケートでは必要性が高くなか

ったが、就職対応職域の確保のため現在の訓練を継続 

 

（ｃ）プロダクトデザイン 

精査・検討が必要な知識 現状と今後 

情報処理に関する知識 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：３１時間 

今後 

今回のプロダクトデザイン分野アンケートでは必要性が高くな

かったが、グラフィックデザイン分野での必要性やＣＡＤ等の各

種ソフトウエア取扱いの基礎知識として訓練内容の充実を推進 

 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

ＷＥＢデザイン制作の技術 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３０時間 

今後 

今回のプロダクトデザイン分野アンケートでは必要性が高くな

かったが、グラフィックデザイン分野で知識の必要性が高いこと

から３分野共通授業として実施している実習については現在の

訓練を維持 

 

 

（２）資格取得支援について 

 デザイン分野に関するアンケートを実施した企業から回答があった資格全体（３つの細区分をまとめ

たもの）に関する情報に対しては、現在の産業デザイン科での資格取得支援の状況を踏まえて今後につ

いて俯瞰すると、次のような対応が考えられる。 

 

○入社までに取得しておく必要がある資格について 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
１６．７％ 

（６社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

 

○入社までに取得しておくことが望ましい資格について 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
８．３％ 

（３社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

中型自動車運転免許 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

色彩１級 
２．８％ 

（１社） 

現状 ２級までは希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：12時間） 

今後 １級の難易度は高く取得支援に相当の時間数が必要と見込まれることか

ら、当面現在の２級取得支援を継続する。 

イラストレーターに関する資

格 

２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 Illustratorクリエイター能力認定試験・アドビ認定アソシエイトについて資料

請求や調査を検討 

２級建築士の受験資格 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 受験資格を満たさないため、対応不可 

２級建築士 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 受験資格を満たさないため、対応不可 
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資  格 回答比率 現状と今後 

２級建築施工管理技士 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 実技は実務経験が必要なため受検不可であり、当面対応しない 

建築ＣＡＤ検定 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 建築ＣＡＤ検定試験 全国ＣＡＤ連盟に資料請求や調査を検討 

第二種電気工事士 
２．８％ 

（１社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：13時間 ） 

今後 引き続き希望者に対し電子技術科での支援との連携により実施 

３次元ＣＡＤ利用者 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 ２級については内定先企業の必要性に応じて取得支援の推進を検討 

フォークリフト運転免許 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 デザイン分野との直接的な関連性が低く、特定１社からの回答であるため、

当面対応しない 

研削砥石特別教育 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 機械系（生産技術科・制御技術科）で対応しているが科の授業時間内対応

であり連携は困難 

床上操作式クレーン運転技

能講習 

２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 デザイン分野との直接的な関連性が低く、特定１社からの回答であるため、

当面対応しない 

Ａｄｏｂe認定エキスパート 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 Illustrator関連の資格と同様に、今後調査等を行う 

情報処理技術者 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 情報技術科で対応しているが、科の授業時間内対応であり連携は困難 

プレス機械特別教育 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 デザイン分野との直接的な関連性が低く、特定１社からの回答であるため、

当面対応しない 

アーク溶接特別教育 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 機械系（生産技術科・制御技術科）で対応しているが科の授業時間内対応

であり連携は困難 

ガス溶接技能講習 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 生産技術科で対応しているが、科の授業時間内対応であり連携は困難 

玉掛技能講習 
２．８％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 デザイン分野との直接的な関連性が低く、特定１社からの回答であるため、

当面対応しない 

 

 

 

 

 

 

 

（３）訓練の改善に向けた今後の取組み 

 企業や卒業生に対するアンケート結果について、現在の産業デザイン科の訓練と対比しながら分析し、

課題を抽出したが、これらの課題の解決に向けて今後次のとおり取り組んでいくこととする。 

 なお、平成２９年度については、訓練計画を既に概ね策定し、大幅な変更が困難であることから、移

行期として可能な範囲の見直しを行う。 

 

 

（※）自動車運転免許については、民間の自動車学校等を通じての取得が通常であり、公共職業訓練として実施 

   する必要性は現状低く、施設設備面での措置も困難である。 

   しかし、就職先企業によっては実務において即座に必要となるケースも想定されることから、今後学生の 

   就職希望企業の状況等を個別に確認するなど就職指導の際に留意していく。 
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ア 平成２９年度に実施する訓練で見直しを行う内容 

見直しの目的 

（めざす効果） 

見直しを行う教科及び 

資格取得支援等 
主な見直しの内容 

グラフィックデザイン分野の訓練にお

いて、WEB、情報処理、オフィス系ソ

フトウエアに関する能力の向上をめ

ざす。 

学生の就職先に応じた卒業

研究の指導や当該分野選択

授業で対応 

○ＷＥＢに関する｢知識｣の向上が求められる

とともに、基礎となる情報処理やオフィス系ソ

フトウエアに関する技術についても課題とな

っていることから、２９年度はこれらの要素を

複合的に扱うことができる｢卒業研究｣におい

て、指導方法を工夫して対応する。 

グラフィックデザイン分野の訓練

における組版・製版・写真の知識と

頁物印刷物のレイアウト、エディ

トリアルデザイン等、印刷製本に

関する総合的な能力の向上を図

る。 

製品計画Ⅰ・Ⅱ 

視覚伝達デザイン実習 

 

 

○表組み・ページ物課題の充実 

○課題の細分化、選択性の導入 

○グラフィックデザイン検定に関し、３級受験

対策を選択授業内で引き続き対応するほか、２

級に関しても取得支援を継続するが、今後は各

自の適性を重視しながら希望と就職先も応じ

た学習支援を行い受検を促進する。 

３分野共通の取組みとして、企業

間の役割分担等の仕組みや業務に

関連した資格に関する理解を深め

る。 

デザイン概論 

製品計画Ⅰ・Ⅱ 

○主に就職先となっている関連業界での業種・

業態・関連資格などの情報を、授業の中で都度

提供していく。 

３分野共通の取組みとして、マー

ケティングに関する知識を深め

る。 

マーケティング ○現行、３分野共通授業として外部講師に依頼

し、主に実習形式で実施している｢マーケティ

ング｣の授業について、講師と調整しながら、

習熟度確認のためのテストを適時実施するな

ど訓練の方法を見直す。 

 

 イ 平成２９年度に検討を行う内容 （平成３０年度以降の訓練で見直し） 

検討の目的 

（めざす効果） 

検討の主な内容 

（検討する教科の範囲や資格取得支援と検討の方向性） 

検討結果の 

反映予定時期 

グラフィックデザイン分野の訓

練において、マーケティングに関

する知識を更に深める 

○２９年度の３分野共通授業の見直しに引き続いて、グラ

フィックデザイン選択の授業において、マーケティング知

識を更に深められるよう、現行の訓練内容の調整を検討す

る。 

平成３０年度 

グラフィックデザイン分野の訓練に

おいて、ＷＥＢデザイン制作の知

識と技術の向上を図る。 

○平成２９年度の取組みに引き続いて、当該分野選択授業

における新たな課題等を検討する。 
平成３１年度 

（３０年度中にカ

リキュラムの移行

調整が必要） 

スペースデザイン分野の訓練に

おいて、建築や空間デザインに関

連した専門用語に関する知識を

深める。 

○訓練における専門用語テストの導入を検討するととも

に当該テストを導入する教科・時期を特定し、訓練期間中

の適切な時期に実施できるよう調整を行う。 

平成３０年度 

プロダクトデザイン分野の訓練

において、品質管理・生産工学に

関する知識の向上を図る。 

○生産現場とデザイン現場での違いなど、就職先に合わせ

た品質管理の内容を、より的確に把握するための調査等を

通じて、関連する教科の授業内容の見直しを検討する。 

平成３０年度 

プロダクトデザイン分野の訓練に

おいて、品質を下げずに短時間で

作業を行う能力の向上を図る。 

○より効果的な訓練の実現に向けて、教材や授業運営の方

法を検討する。 
平成３１年度 

（３０年度中にカ

リキュラムの移行

調整が必要） 

３分野共通の取組みとして、後輩

等、他者に対して知識や作業につ

いて教示する能力の向上を図る。 

○２年生から１年生に対して作業等の教示をする機会を

設定するため、１・２年生の合同授業について検討する。 
平成３０年度 

 

３分野共通の取組みとして、プレ

ゼンテーション能力を強化する。 

○プレゼンテーションの効率的な準備に関する指導方法

の工夫や、プレゼンテーションの質の向上に資する指導方

法の検討、及び、より積極的な校内での公開機会の設定等

について検討を行う。 

平成３０年度 
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検討の目的 

（めざす効果） 

検討の主な内容 

（検討する教科の範囲や資格取得支援と検討の方向性） 

検討結果の 

反映予定時期 

各分野の訓練において、新たな資

格取得支援により、専門分野の学

習意欲の向上と新たな職域や企

業への就職可能性の拡大を図る。 

○グラフィック分野においては Illustrator クリエイター能力

認定試験・アドビ認定アソシエイト、Ａｄｏｂe 認定エキスパート

等について取得支援の可能性や方法等の詳細を検討する。 

○スペースデザイン分野においては、建築ＣＡＤ検定につい

て取得支援の可能性や方法等の詳細を検討する。 

○プロダクトデザイン分野においては、ＣＡＤ利用技術者

試験(３次元）について取得支援の可能性や方法等の詳細

を検討する。 

平成３０年度 

 

 

３分野共通の取組みとして、企画

力・アイデア発想力の向上を図る。 

○アイデアスケッチに係る訓練の見直しや、情報収集の仕

方、潜在ニーズ把握等マーケティング手法を用いた企画手

法の指導方法等について検討を行う。 

平成３１年度 

（３０年度中にカ

リキュラムの移行

調整が必要） 

３分野共通の取組みとして、適切

な工程計画の策定能力と主体的

な行動力の向上を図る。 

○工程計画の作成手法や進捗管理、状況報告といった一連

の流れについて、各分野に応じた指導方法等を検討する。 
平成３１年度 

（３０年度中にカ

リキュラムの移行

調整が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


