
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－成果物－ 

○合同講座カリキュラム 

○評価シート 

○シラバス・コマシラバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．合同講座カリキュラム  

 

2021 年度（令和 3 年度）実施カリキュラム                   ※１サイクル目 

  

 

◆通学講座：15 回（84 時間）  

◆通信講座：15 時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．合同講座能力証明評価シート  

     

 

リカレント合同講座

文部科学省事業　デザイン・ICT人材育成のためのリスタートプログラム講座

講座受講者氏名

広島県福山市東町２－３－６

学校法人穴吹学園　穴吹ビジネス専門学校

事業責任者　氏名　信岡　誠三

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入）　　

（１）科目評価

A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった ）

A B C

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

評価項目の引用元（企業横断的な評価基準を活用した場合のみ）

（総評・コメント）

（特記事項）

（２）受講を通じて取得した資格（任意）

（３）受講期間中又は受講終了後に取得した資格（任意）

（注意事項）

　１　「コード」欄には、「知識、技能・技術に関する評価項目」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。

　２　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。

　３　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

　　ものをもって作成することができます。

名　 称

取得日 　 　年 　　月 　　日

企画・プレゼンテーション
実習

SWOT分析について理解している 自社作成

クラウドサービスを活用し自身のサイトを構築することができる 自社作成

取得日    　年 　　月 　　日

実
技

デザイン概論・演習

色彩調和論を理解している 自社作成

デザインの工夫をし、訴求度の高い制作物が作れる 自社作成

デザイン理論のもと文字組を理解し、美しい文字が組める 自社作成

制作物にふさわしい構図が考えられる 自社作成

Illustratorを使って文字入力と表作成ができる

ICT基礎
ICTの基礎を理解している 自社作成

Web会議ツールを活用できる 自社作成

能力証明（成果・実務成果）シート

科目名
評価

知識、技能・技術に関する評価項目 コード

訓練期間 訓練時間 訓練目標（仕上がり像）

令和3年10月23日

101時間 デザインやICT基礎、Web活用力、マーケティング知識等を身に付け、幅広く活躍できるデザイン人材を育成する～

令和4年1月29日

文字組の基礎を理解し、編集ソフト上で基本的な文字組ができる K300106

トレースして線画原稿が作成できる K310203

上記の者の受講期間における合同講座受講についての評価は、以下のとおりです。

令和4年1月29日

所在地

学
科

マーケティングの概要を理解している 自社作成

営業活動の進め方が理解できる 自社作成

動機付け（モチベーション）の理論について理解できる 自社作成

傾聴やティーチング、コーチングについて知っている 自社作成

各種クラウドサービスについて知っている 自社作成

マーケティング概論
（通信）

コミュニケーション・心理
（通信）

Illustrator実習・
Photoshop実習

パスファインダ機能を理解して使うことができる 自社作成

解像度の調整ができる K300106

トーンカーブが分かり、調整できる K300106

選択範囲の機能を使って修正することができる K310202

印刷に使用できる画像の状態を判断することができる K300106

自社作成



３．２０２１年度（令和３年度）合同講座実施科目 シラバス・コマシラバス 

 

デザイン概論・演習　シラバス

年度／時期 授業形態

2021年度 実習

回数 必須・選択 担当

8回 必須 天野博士

回

1

2

3

4

5

6

7

8

◯オリジナル教材
１．デザイン概論・演習【初級】文字組みの達人
２．デザイン概論・演習【中級】平面構成の達人
３．デザイン概論・演習【上級】魅せるデザインの達
人
◯理解を深めるためのスライド資料

魅せるためのデザイン
④デザインルールを破る
⑤引き算でつくるデザイン
⑥広告コピー

教科書・教材

魅せるためのデザイン

その他

⑦配色技法（色彩調和論）
⑧写真撮影テクニック

平面構成の知識
①版面率と図版率
②主役と脇役
③視覚効果

平面構成の知識

④訴求効果
⑤余白効果
⑥タイトルとコピー
⑦配色技法（色彩基礎）

魅せるためのデザイン
①デザインの手順（今までの内容を復習）
②流れを整理する
③アクセントをつける

⑤情報のグループ化
⑥文字による印象操作

授　業　の　概　要

チラシなどの印刷物全般におけるデザイン知識やレイアウト技術を習得する。

授業終了時の到達目標

１．文字のレイアウト方法について理解する。
２．紙面の構成について理解する。
３．デザインにおける専門用語の意味と、その実践方法を理解する。

テ　ー　マ 内　　　　容

文字組みの方法とデザイン知識

文字組みの方法とデザイン知識

90分 12H

文字組みの方法とデザイン知識
①文字のジャンプ率
②グリッド拘束

③情報の厳選と洗練
④情報の優先順位

科　目　名 学科／学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）



  

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 1

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

・何気なく見ている広告物は、その目的によって文字の大きさや配置が異なります。文字

をレイアウトする場合、何も根拠なく大きさを決めたりレイアウトしてはいけません。

・印刷物は見る人が「読みやすく」「短時間で内容を理解する」ことが出来なければ、誰

も読もうとはしてくれません。『綺麗に整列させ、天地左右揃える』ことが重要です。

文字のジャンプ率、グリッド拘束

［今回の到達目標］

・レイアウトの基本となる、文字の扱い方とグリッドを活かしたレイアウトを学び、身の

回りにあるプロが作ったデザイン物に、その特徴が発見できること。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・文字のジャンプ率について

・グリッド拘束について

・文字のジャンプ率（高い・低い）

・グリッド拘束

・グリッドフリー

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「文字組みの達人」P.01〜P.05

［受講者へのアドバイス等］

授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 2

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

情報の厳選と洗練、情報の優先順位

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「文字組みの達人」P.06

［受講者へのアドバイス等］

・原稿には、多くの間違いがあります。そのままの内容で制作すると分かりにくいものに

なる可能性が高い。

・印刷物を見る人にとって、「どの順番で読むのがベストなのか？」を考えてレイアウト

を考えなくてはいけません。

［今回の到達目標］

・印刷物を制作し始める前に、原稿をしっかり読み込む必要性を知る。

・原稿内に潜む過剰な文章、間違った表現、短縮化できる部分に気付けるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・情報の厳選と洗練の方法について

・情報の優先順位について

・３秒で伝わる内容

・文字情報を厳選して不要なものは削除

・文字情報を洗練して伝わりやすい言葉に

・伝えたい内容には優先順位がある



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 3

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

情報のグループ化、文字による印象操作

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「文字組みの達人」P.07〜P.10

［受講者へのアドバイス等］
・同じ属性を持った情報は、１つのグループに見えるよう近付けてレイアウトしましょ

う。

・違う属性の情報は、近付けてはダメ。必ず余白をとって離しましょう。

・書体が全体イメージを決定します。明朝体は女性向け、ゴシック体は男性向け。

・文字の一画の太さもイメージに影響します。太ければ強さや若さ、細ければ繊細で上

品。

・文字の大きさもイメージに影響します。大きければ元気で主張的、小さければ高級で上

品。「程度な大きさ」が重要で、大きすぎると信頼性は低下します。

［今回の到達目標］

・優先順位によってレイアウトの並びと「近づける・離す」単語や文章を見極める。

・伝えたい内容によって、書体を選び、文字サイズを考えられる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・情報のグループ化について

・文字による印象操作について

・情報が表している属性

・グループ化による情報の明瞭性

・過剰な装飾でグループを表現しない

・書体（フォント）、毛書体、明朝体、ゴシッ

ク体、丸ゴシック体、ファンシー書体



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 4

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「平面構成の達人」P.01〜P.06

［受講者へのアドバイス等］

・チラシにはチラシらしく見える版面率と図版率があり、ポスターにはポスターらしく見

える版面率と図版率があるので、その比率さえ覚えていれば失敗しない。

・一つの広告には「一つの主役だけ」しか存在してはいけない。素人は色々と詰め込んで

しまい、主役が何なのか分からず、『伝わらない広告』にしてしまう。

・化粧品や食品など、紙面に大きく載せても魅力がない場合は、主役は人物写真にして、

本当の主役を小さく掲載する（かくれ主役）手法もある。

・視覚度の高いビジュアルを面積が小さくても一つ入れることで、目立ち度は格段に上が

る。

［今回の到達目標］

・紙面上の写真エリアと文字エリアの適切な面積比率を理解する。

・印刷物の目的に合った版面率・図版率が選択できる。

・紙面上の主役と脇役が何なのか気付くことができる。

・視覚効果の高いイラストや写真について理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・版面率について

・図版率について

・紙面内の主役と脇役について

・視覚効果について

・版面率、図版率、紙面、版面、余白

・図版率

・ひとつの広告にひとつの主役

・主役と脇役は離す

・主役の明示（周囲に余白）

・かくれ主役

・視覚効果

版面率と図版率、主役と脇役、視覚効果

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 5

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「平面構成の達人」P.07〜P.12

［受講者へのアドバイス等］

・訴求力のあるビジュアルを使用しなければ、人の記憶には残らず、購買意欲も湧かな

い。

・主役が主役として存在するには、訴求度の高さと、そのものの周りに余白が必要。

・紙面上で、最も目立たせる文字は「キャッチコピーなのか？イベント名などのタイトル

なのか？」正しく選択しないといけない。

・配色は個人の感覚で決めるべきものではなく、『配色の方程式』に従って決定すべきも

の。配色を考える上で、まずは色の基本知識を持つことが重要です。

［今回の到達目標］

・記憶に残るビジュアルとはどんなものか理解する。

・余白を作る大切さを理解する。

・最も大きく見せるものは、タイトルなのかコピーなのか選択できる。

・色について基本用語を理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・訴求効果について

・余白効果について

・タイトルとコピーの見せ方について

・色彩の基本用語について

・訴求効果、余白効果

・主役には訴求効果と余白効果が必要

・タイトルは商品名・組織名・イベント名

・コピーはスローガン・キャッチコピー

・色の三属性、PCCS、色相の明度差、補色、

視認性、誘目性、象徴性

訴求効果、余白効果、タイトルとコピー、配色技法（色彩基礎）

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 6

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「魅せるデザインの達人」P.01〜P.04

［受講者へのアドバイス等］

・広告、チラシ、ポスターには、デザイナーが意図して「視線の誘導（流れ）」を作って

います。作り手は常に見る人の視線を誘導することを考えなくてはいけません。

・流れの終点には「その印刷物の目的」です。電話をかけてほしいなら電話番号、スマホ

でホームページを見て欲しいならＱＲコード、お店の名前を知って欲しいなら店名です。

・印刷物にアクセントを加えたい場合は、やりすぎに注意。また、アクセントにする方法

を知っていれば、間違ったやり方で目立たせようとしなくなります。

［今回の到達目標］

・デザイン作業の進め方（ワークフロー）を理解する。

・印刷物には「流れ」を意図的に作る必要があることを理解する。

・印刷物へのアクセントの付け方を知る。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・デザインワークフローについて

・流れを整理する方法について

・印刷物へのアクセントの付け方について

・視線誘導、流れはシンプルにする

・流れの始点と終点

・ワンポイントだからこそのアクセント

・サイズの対比効果

・形状の対比効果

デザインのワークフロー、流れを整理する、アクセントをつける

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 7

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「魅せるデザインの達人」P.05〜P.09

［受講者へのアドバイス等］

・デザインルールを１００％守って制作すれば固い雰囲気になるが、もしその雰囲気が表

現内容に相応しくなければデザインの一部分を崩すことで柔らかい表現になる。

・デザインの初心者は余白を怖がり余分な装飾をしようとする。その行為は蛇足であり、

何かを加えれば加えるほど理解しにくいものとなる。

・人の心に伝わるのは、ビジュアルと言葉。その言葉は人を惹きつけるものでなくてはい

けない。私たちが普段使っている言葉は「聞き慣れた言葉」であり、説得力に欠ける。

「嬉しい」という感情は、「嬉しい」以外の言葉で表現できることを知る必要がある。

［今回の到達目標］

・デザインルールを破る（崩す）ことでアクセントになることを知る。

・デザインは無駄なものを省いてシンプルにした時にベストとなることを理解する。

・普段使わない言葉に説得力があることに気付く。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・デザインルールを破る工夫について

・引き算でつくるデザインについて

・広告コピーの考え方について

・グリッド拘束を外す効果

・版面線を崩す効果

・情報量の引き算

・装飾の引き算

・広告コピーの考え方８選

デザインルールを破る、引き算でつくるデザイン、広告コピー

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 8

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・スライド資料

・オリジナルテキスト「魅せるデザインの達人」P.10〜P.14

［受講者へのアドバイス等］

・配色の方程式（色彩調和論）を知れば、インテリア・ファッション・デザインなど色を

扱うすべての場面において理論的に色の組み合わせができる。

・印刷物で使用する写真を自分で撮影する場合に限らず、魅力的な写真を複数枚の中から

選ぶ時、撮影の構図テクニックを知っていれば、良い写真を選ぶことができる。

［今回の到達目標］

・２色以上を使用するとき、理論的に配色ができるようになる。

・良い写真と悪い写真の区別ができるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・色彩調和論について

・魅せる！撮影テクニックについて

・ナチュラルハーモニー

・アクセントカラー、ベースカラー、アソート

カラー

・グラデーション調和

・PCCS色相環による配色秩序

・構図、３分割法、対角線構図

配色技法（色彩調和論）、魅せる撮影テクニック

科目名 学科/学年

デザイン概論・演習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］



 

 

 

 

Illustrator実習・Photoshop実習　シラバス

年度／時期

2021年度

回数 必須・選択

24回 必須

回

1〜4

5〜8

9〜12

13〜16

17〜20

21〜24

科　目　名 学科／学年 授業形態

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT 実習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 36H 天野博士

授　業　の　概　要

業界標準のソフトウェアであるAdobe Illustrator、Adobe Photoshopの操作方法を習得する。

授業終了時の到達目標

１．Adobe Illustratorの基本操作を学び、どのような機能があるのか理解する。
２．Adobe Photoshopの基本操作を学び、どのような機能があるのか理解する。
３．Adobe IllustratorとAdobe Photoshopを使用し、自分の力で作品を作ることができる。

テ　ー　マ 内　　　　容

Adobe Illustrator 基本操作１

１）画面説明
２）基本ツール操作方法
３）演習１
４）演習２

Adobe Illustrator 基本操作２
１）基本ツール操作方法②
２）演習３
３）演習４

Adobe Illustrator 基本操作３

１）基本ツール操作方法③
２）演習５
３）演習６
４）デザイン上の専門知識

○Illustratorショートカットキー早見表（２枚）
○制作条件を記載した課題説明プリント（２枚）
◯レッスン用データ
　各ツールを理解・習得するためのレッスン用デー
タ（見本表示のみ）

教科書・教材

１）画面説明
２）基本ツール操作方法①
３）演習１

１）基本ツール操作方法②
２）画像補正・画像修正
３）演習２

「母の日フェア」を題材としたポスターの制作広告制作実習

Adobe Photoshop 基本操作１

Adobe Photoshop 基本操作２

その他



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 1〜4

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

・「習うより慣れろ」がIllustratorマスターの近道。操作を失敗しても何度でもやり直しが

できるので、積極的に使ってみること。

・「基本」さえ理解すれば、応用も簡単にできる。

・ズーム、手のひらツール

・長方形、楕円ツール

・選択ツール（選択・移動・コピー）

・ダイレクト選択ツール

・塗りと線、カラーパネル、線パネル

・グループ化

・アピアランス

・変形ツール、変形の繰り返し

・各種ツールの名称と使い方

［使用教材等］

・変形ツール習得用レッスンデータ

［受講者へのアドバイス等］

Adobe Illustrator の基本操作を習得する。

［今回の到達目標］

・画面の構成、基本的なツールの操作方法を理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 5〜8

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

Adobe Illustrator の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］

［使用教材等］

・パスファインダーレッスンデータ

・ペンツールトレース（初級）レッスンデータ

・ペンツールトレース（上級）レッスンデータ

［受講者へのアドバイス等］

・「Illustratorはペンツールが命」と言われるほど、ペンツールは重要なツールで、

Illustratorの中で最も難しいツール。これさえ理解できれば、その他のツールは使ってみれ

ば誰でも使いこなせるようになる。

［今回の到達目標］

・パスファインダー機能、ペンツールを確実に理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・パスファインダー

・グラデーションパネル

・グラデーションツール

・整列パネル

・ガイドライン

・ペンツール

・各種ツール、機能パネルの名称と使いかた



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 9〜12

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

Adobe Illustrator の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］

［使用教材等］

・文字入力レッスン用データ

・文字のレイアウト演習データ①

・文字のレイアウト演習データ②

［受講者へのアドバイス等］

・デザイン概論で学んだデザインルールを活かしながら、Illustratorで文字組みを行うこと

が大切。

・文字をアウトライン化して図形にすれば、オリジナルの文字も制作できる。

［今回の到達目標］

・Illustratorの文字ツールを使って、文字だけの広告が制作できるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・文字ツール、文字パネル、段落パネル

・エリア内文字ツール

・パス上文字ツール

・文字の縦組みと横組み

・文字のアウトライン化

・フチ文字、影付き文字

・表の作り方

・その他、知っておくと便利な機能

・各種ツールや、操作パネルの名称と使い方



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 13〜16

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

 

［受講者へのアドバイス等］

・Adobe Photoshopは、画像の加工・修正・補正などを行うソフトウェア。

・このソフトさえマスターすれば、他の画像処理ソフトを理解する必要はない。

［今回の到達目標］

・画面の構成、基本的なツールの操作方法を理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・ズームツール、手のひらツール

・ブラシツール

・描画色、背景色、カラーパネル

・鉛筆ツール、消しゴムツール

・グラデーションツール

・移動ツール

・各種ツールの名称と使い方

Adobe Photoshop の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 17〜20

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・各種選択ツール理解のためのレッスンデータ

・画像合成レッスンデータ

・画像修正レッスンデータ

・カラーモード・解像度理解のデータ

［受講者へのアドバイス等］

・撮影した画像データは、そのまま使えることは少なく、Photoshopの機能を使って色味

の変更や修正を行う。（ホクロやシワを消すなど）

・印刷屋でデータを渡して印刷する場合は、決まりを守ってデータを作る必要がある。

（CMYKモード・解像度350ppi）

［今回の到達目標］

・画像の選択が適切な方法でできるようになる。

・画像の合成ができるようになる。

・画像の修正・補正ができるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・各種選択ツール

・レイヤーパネル

・画像合成

・画像修正

・ファイル形式

・カラーモード、解像度

・様々な選択方法

・画像を選択して合成する

・コピースタンプツール、修復ツール

・色相彩度、レベル補正

・ファイル形式（PSD、JPG、GIF、PNG）

・RGB、CMYK

・画像解像度（ppi、dpi）

Adobe Photoshop の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］



   

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 21〜24

回数 必須・選択

24回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・制作条件を記載した課題説明プリント

［受講者へのアドバイス等］

・「母の日フェア」のポスターを見た人が『何かプレゼントしよう』と行動したくなるよ

うなデザイン・キャッチコピーを考える。

・文字部分は、ジャンプ率・グリッド拘束を守りながらレイアウトする。

・訴求度の高い画像を使用し、画像に合ったキャッチコピーを考える。

・画像はPhotoshopで加工・修正を行い、完成した画像データをIllustratorへ配置して、文

字のレイアウトと併せて完成させる。

［今回の到達目標］

・「母の日フェア」という仮定の設定で、ポスターを制作し完成させる。

・IllustratorとPhotoshopの操作を自分で行い、完成させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・デザインルールに従ったデザイン案

・IllustratorとPhotoshopの連携

・デザインルールを守ったデザイン

・Illustrator、Photoshop各々の役割

Adobe IllustratorとAdobe Photoshopを使用してポスターを制作する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習・
Photoshop実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 36H 天野博士

［今回のテーマ］



 

 

ICT基礎　シラバス

年度／時期

2021年度

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8 SWOT分析につい
自身の分析について行う。クロス分析を行う。
オンリーワンの見出しについて

教科書・教材

○ＩＣＴ基礎

自己紹介
各クラウドサービスについて

Googleアカウント取得＞ログイン。
エバーノート取得・カレンダー入力＞スケジュール管理

目標・目的設定、タスク管理、
情報共有方法について

目標・目的設定について。
具体的なイラストを用いてゴールのイメージ
タスク管理について。Google・todo管理
情報共有について。チャットワークアカウント取得＞タスク管理

デザインの基礎について
視点の切り替え・ターゲット設定・情報整理＞時間・マップについて
ワイヤーフレーム＞レイアウト

その他

iPadを利用する Air Drop・スクリーンショット・画面を録画・iMovieで動画の加工

iPadでGoogleを利用 Googleアカウント取得し、サービスの利用

Web会議 Google Meet・Microsoft Teams利用

授業終了時の到達目標

１．ICTの基礎を学習し、用語の意味がわかるようになる。
２．iPadを利用し、仕事に役立てる
３．IT、クラウド、SNS、WEBに関するマーケティングの基礎基本知識習得。
４．Webデザインに関する基礎基本知識習得。

テ　ー　マ 内　　　　容

ICT基礎知識 パソコンの基礎知識とネットワーク

科　目　名 学科／学年 授業形態

ICT基礎 デザイン・ICT 講義

授　業　の　概　要

ＩＣＴの基礎、Ｗｅｂ会議ツールやタブレットの使い方、クラウド
Googleツール、タスク管理ツール、クラウドノート、情報共有ツール紹介及びその使い方。
クラウド概念について紹介。それぞれアカウントを取得し実際に管理ツールを使って情報共有を行う。
各自の目標、目的設定。スケジュールなどの可視化をレクチャー。
SWOT分析について紹介し実際に分析を行う。
さらにクロス分析を行い目標達成までのスケジューリング・タスク管理などを行う。
デザインが持つ本来の基礎概念などを紹介。

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 12H 穂垣葉子／上野リサ



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 1

回数 必須・選択

8回 必須

ICTの基礎知識

ネットワークについて

Wi-Fi

インターネット

データの単位・補助単位

OS

フラッシュメモリ・USB

インターネット・ドメイン名

電子メール・セキュリティ

［使用教材等］

ＩＣＴ基礎

ＩＣＴの基礎知識・Ｗｅｂ会議ツールやタブレット

クラウドなど　P.2-10

［受講者へのアドバイス等］

パソコンやインターネットを利用するために、基礎知識を学びましょう。

用語や規格を知ることでより理解が深まります。

［今回のテーマ］

ICT基礎知識・ネットワークの知識

［今回の到達目標］

ICT（パソコンやネットワーク）の用語を学び、仕事に利用できるようにする。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 穂垣葉子

コマシラバス

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 2

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 穂垣葉子

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

iPad

ＩＣＴ基礎

ＩＣＴの基礎知識・Ｗｅｂ会議ツールやタブレット

クラウドなど　P.1,11,15,17-19

［受講者へのアドバイス等］

家庭内でも利用されているiPadを仕事で使えるヒントになるよう学習します。

［今回の到達目標］

iPadを仕事で利用できるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

iPadの設定

Air Drop利用して、PDFファイルを配布す

る

スクリーンショット

画面の動画を録画する

カメラで写真を撮る

Air Drop

スクリーンショット

動画を録画

iMovieで動画を編集

iPadを利用する



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 3

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 穂垣葉子

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

iPad

Safari利用でGoogleのアプリ利用

ＩＣＴ基礎

ＩＣＴの基礎知識・Ｗｅｂ会議ツールやタブレット

クラウドなど　P.12-20

［受講者へのアドバイス等］

iPadを利用して、Ｇｏｏｇｌｅアカウントを取得しサービスを利用することで、モバイル

環境での仕事に役立つ内容です。

［今回の到達目標］

iPadを利用して、Ｇｏｏｇｌｅアカウントを取得し、サービスを利用できるようになる

［キーワード］

Google

フォーム

メール

スプレッドシートで表とグラフを作成

ドキュメントのテンプレートを加工

（撮影した写真を貼り付ける）

スプレッドシートの操作を録画

保存はドライブ

Google

フォーム

メール

スプレッドシート

ドキュメント

スプレッドシートの操作を録画

ドライブ

iPadでＧｏｏｇｌｅの機能を利用する



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 4

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 穂垣葉子

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

Microsoft　Teams

Google　Meet

ＩＣＴ基礎

ＩＣＴの基礎知識・Ｗｅｂ会議ツールやタブレット

クラウドなど　P.20-23

［受講者へのアドバイス等］

iPadを利用し、Web会議を主催したり参加することで場所を選ばずモバイル環境での実施

ができることを体験します。

［今回の到達目標］

iPadを利用し、Web会議を主催したり、参加します。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

Microsoft　Teams

Google　Meet

会議の開始、招待

ホワイトボード（JamBoard）

メッセージ

画面の共有

背景の変更

リアクション

チャット

Web会議



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 5

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

Googleアカウント取得、ログイン

エバーノート取得・カレンダー入力。スケジュール管理を可視化して理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ペーパレス時代を理解し各サービス紹介。

また活用を行し実際に利用する。

Googleアカウント取得・ログイン。

エバーノート取得・カレンダー入力、スケ

ジュール管理

Googleアカウント

エバーノート

Googleカレンダー

可視化

自己紹介

各クラウドサービスについて



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 6

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

プログラム制度を利用するにあたり、目標、目的を設定。

ITのサービス力を利用し、各自の目標に向かって具体的なスケジュールとタスク管理を行

い確実により現実味帯びた物へと入れ替える。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

目標・目的設定について。

具体的なイラストを用いてゴールのイメー

ジ

タスク管理、Google・todo管理

情報共有について。

チャットワークアカウント取得

目標、目的設定

タスク管理

目標・目的設定、タスク管理、

情報共有方法について



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 7

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

デザインが持つ本来の役割とその利用方法を、視点の切り替え・ターゲット設定などを行

う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

視点の切り替え・ターゲット設定・情報整

理

時間・マップについて

ワイヤーフレーム

レイアウト

視点の切り替え

ターゲット設定

情報整理

デザインの基礎について



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 8

回数 必須・選択

8回 必須

授業担当者

90分 12H 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

ICT基礎 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

SWOT分析について基本的操作を理解する。

自身の分析について行う。クロス分析を行う。

オンリーワンの見出しについて

［今回の学習内容］ ［キーワード］

SWOT分析について自身の分析について

行う。

クロス分析を行う。

オンリーワンの見出しについて、その必要

性と活用性を理解する。

SWOT分析

オンリーワン

SWOT分析について



    

企画・プレゼンテーション実習　シラバス

年度／時期

2021年度

回数 必須・選択

12回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

各自の課題内容確認、評価 評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー

各自の課題内容確認、評価 評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー

授　業　の　概　要

デザインが持つ本来の力、及び目的、目標設定の再認識。
現在のWEB市場・企業が求める人材及びスキル状況とクラウドの基本的概念。
WEBマーケティングを用いた目標目的設定・その具体的な方法レクチャー。
実現可能なデザイン・WEBサイト構築可能な手法のレクチャー。
これらを応用し、自身が立てた目標に向かいデザイン・WEB構築を行い目標・目的達成を行う

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 18 上野リサ

科　目　名 学科／学年 授業形態

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT 実習

授業終了時の到達目標

１．WEB知識、デザインの力を使い「リスタート」できるよう独自で道を切り開く力を担う。
２．自身で行った設定、分析、デザイン、構築したWEBサイトの公開及びプレゼン発表をする。

テ　ー　マ 内　　　　容

前回（ICT基礎後半）振り返り
SNSが持つ役割について

セミナー資料を用いてSNSがもつ役割とWEBサイト集客に関する
内容についてレクチャーサーバー、ドメイン、ミッションについ
て詳しく説明

 各自のSWOT分析表を確認 内容を各自確認

クロス分析について 危機管理及び目指すべき目標設定の再認識

具体的手法について
WIX,グーグルサイト、キャンバーなどの具体的手法。
課題提出。

ECサイト紹介、登録及びサイト実装
ECサイトにおける各サービスのポイントとそのメリット、デメ
リット。
実際に登録を完了しカスタマイズ作業。課題提出。

教科書・教材

○スライド資料29ページ
https://docs.google.
com/presentation/d/1mf561bNyX9zYj0fL 6g_KZ6o
DgcnhBJiaT8gSYshdNA/edit?
usp=sharing

前回振り返り
各自の課題内容確認、評価

前回課題内容における確認。
評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー

各自の課題内容確認、評価 評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー

各自の課題内容確認、評価 評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー

その他

WP紹介、サブドメイン及び実際の内
容

ワードプレスの紹介及び各自でログイン管理画面の確認。
資料確認。総括まとめ。

前回振り返り
各自の課題内容確認、評価

前回課題内容における確認。
評価と今後取り組むべき各自のポイントをレクチャー



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 1

回数 必須・選択

12回 必須

SNSが持つ基本的操作と役割について学

習。

セミナー資料を用いてSNSがもつ役割と

WEBサイト集客に関する

内容についてレクチャーサーバー、ドメイ

ン、ミッションについて

詳しく説明。

アカウント取得

クラウドについて

［使用教材等］

○スライド資料（講師レジュメ）

［受講者へのアドバイス等］

セミナー資料を用いてSNSがもつ役割とWEBサイト集客に関する

内容についてまた、サーバー、ドメイン、ミッションについて

概要を知ろう。

［今回のテーマ］

ICT基礎（後半）の振り返り

SNSが持つ役割について

［今回の到達目標］

SNSが持つ基本的操作と役割について理解する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 18 上野リサ

コマシラバス

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 2

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

SWOT分析について理解し、実施した上で活用する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

各自実施したSWOT分析内容を確認しより

深めた内容にトライする。
SWOT分析

各自のSWOT分析表を確認



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 3

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

iPad

Safari利用でGoogleのアプリ利用

ＩＣＴ基礎

ＩＣＴの基礎知識・Ｗｅｂ会議ツールやタブレット

クラウドなど　P.12-20

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

クロス分析で危機管理及び目指すべき目標設定の再認識をする

［キーワード］

SWOT分析からより進んだクロス分析で危

機管理及び目指すべき目標設定の再認識

をする

クロス分析

クロス分析について



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 4

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

WIX,グーグルサイト、キャンバーなどの具体的手法。

課題提出。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

クラウド上で構築出来るサイトを利用し、

より効率的でハイレベルな機能を利用す

る。

クラウドサービス

CMS

具体的手法について



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 5

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

評価と今後取り組むべき各自のポイントを学ぶ。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

前回課題内容における確認。

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

レクチャー。

前回振り返り

各自の課題内容確認、評価



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 6

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

今後取り組むべき内容とそれにマッチしたクラウドサービスを理解し活用する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

学ぶ。

クラウドサービス

Googleサイト、WIX、キャンバー

各自の課題内容確認、評価



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 7

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

今後取り組むべき内容とそれにマッチしたクラウドサービスを理解し活用する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

学ぶ。

クラウドサービス

Googleサイト、WIX、キャンバー

各自の課題内容確認、評価



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 8

回数 必須・選択

12回 必須

授業担当者

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

コマシラバス

［使用教材等］

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

ECサイトにおける各サービスのポイントとそのメリット、デメリット。

実際に登録を完了しカスタマイズ作業し技術を学ぶ。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ECサイトにおける各サービスのポイントと

そのメリット、デメリット。

実際に登録を完了しカスタマイズ作業。

課題提出。

ECサイト

カラーミー、BASE、ストアーズ

PHP

ECサイト紹介、登録及びサイト実装



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 9

回数 必須・選択

12回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自サイト構築について学び、修正を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自

サイト構築を行う。

サイトのポイントをプレゼン発表し評価を

受ける。

前回課題内容における確認。

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

レクチャー。

ECサイト

カラーミー、BASE、ストアーズ

PHP

［使用教材等］

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

前回振り返り

各自の課題内容確認、評価

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 10

回数 必須・選択

12回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自サイト構築について学び、修正を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自

サイト構築を行う。

サイトのポイントをプレゼン発表し評価を

受ける。

前回課題内容における確認。

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

レクチャー。

ECサイト

カラーミー、BASE、ストアーズ

PHP

［使用教材等］

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

前回振り返り

各自の課題内容確認、評価

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 11

回数 必須・選択

12回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自サイト構築について学び、修正を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ECサイト、クラウドサイトを利用し各自

サイト構築を行う。

サイトのポイントをプレゼン発表し評価を

受ける。

前回課題内容における確認。

評価と今後取り組むべき各自のポイントを

レクチャー。

ECサイト

カラーミー、BASE、ストアーズ

PHP

［使用教材等］

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

前回振り返り

各自の課題内容確認、評価

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 実習 12

回数 必須・選択

12回 必須

［受講者へのアドバイス等］

WPの概念と基本的操作、管理画面の確認を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

WPの紹介及び各自でログイン管理画面

の確認。

資料確認。総括まとめ。

ワードプレス

サブドメイン

管理画面

［使用教材等］

90分 18 上野リサ

［今回のテーマ］

ワードプレス紹介、サブドメイン及び実際の内容

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

企画・プレゼンテーション
実習

デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職支援　シラバス

年度／時期

2021年度

回数 必須・選択

4回 必須

回

1

2

3

4

厚生労働省
キャリア・プラン作成補助シート/社会人基礎力
ジョブ・カード【B-1】大事にしたい価値観
キャリアアンカーチェックシート/8つのキャリア
アンカー解説

・今後の働き方や自身のキャリア形成を考えたり、社会や他社との関わりの中で自身を活かすことができるようになる。
・自分の考えを整理し意見を述べること。
・キャリアにおける意思決定場面を体験的に学び他者と意見交流することにより、今後の課題や自己キャリア形成を考える。

テ　ー　マ 内　　　　容

教科書・教材

今後の働き方と意思決定
キャリアにおける様々な意思決定について意見交換し自己の課題や今後を
考える

キャリアアンカーを考える
社会人基礎力・自分の価値観・キャリアアンカー等の自己分析/キャリアア
ンカー

対応力について(実務における課題等)
キャリアアンカーの理解・自己や実務における課題の明確化および意見交
換

ディベート(討論)を行う 自分の考えを整理し述べることにより思考の成立過程を考える

その他

科　目　名 学科／学年 授業形態

就職支援 デザイン・ICT 講義

授　業　の　概　要

「キャリアアンカー」と今後の働き方について
ディベート(討論)体験により、自分の意見を整理し他者と意見交流を交わす
キャリア形成における意思決定を体験的に学び今後に活かす

授業終了時の到達目標

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 6H 増田弘美



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 講義 1

回数 必須・選択

4回 必須

コマシラバス

科目名 学科/学年

就職支援 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］

キャリアアンカーにより自己分析・自己理解を考える。

［今回の到達目標］

各シートおよびキャリアアンカーチェックシートより自己分析を体験し、自分のキャリア

アンカーを考える。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

社会人基礎力について

自分の価値観

キャリアアンカーチェック

キャリアアンカー理解

社会人基礎力とエンプロイアビリティ

価値観のとらえ(多様な社会/自己と他者)

キャリアアンカー/８つのキャリアアンカー

キャリア形成・100年キャリアの時代

［使用教材等］

厚生労働省

キャリア・プラン作成補助シート/社会人基礎力

ジョブ・カード【B-1】大事にしたい価値観

キャリアアンカーチェックシート/8つのキャリアアンカー解説

[受講者へのアドバイス等]

キャリアアンカーチェックシートは直感で応えるようにアドバイス。キャリアアンカーに

ついて動機・コンピタンス・価値観の3つの問いと８つのキャリアアンカーについて説明

等。



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 講義 2

回数 必須・選択

4回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

厚生労働省

キャリア・プラン作成補助シート/社会人基礎力

ジョブ・カード【B-1】大事にしたい価値観

キャリアアンカー　チェックシート/８つのキャリアアンカー解説（①コマと同じ）

職場のあなた再現シート(職場における対応力チェック)

［受講者へのアドバイス等］

・キャリアアンカーについて学ぶ際、結果にとらわれず自己理解の一つとして自分を振り

返る、または自己理解を行うことが大切（客観的な視点や他者目線など）。

・多様な社会において自分の働き方を考えるとき、他者からの意見は新しい気づきや発見

を見出す意味ある学びとなる。

・具体的な課題への対処法として「やり方を変えてみる」「時間の使い方を考える」「優

先順位のつけ方」等、様々なアプローチがある。

［今回の到達目標］

キャリアアンカーシートの結果から自分のキャリアアンカーについて自己を振り返る。

他者と意見交換することにより、現在や今後の職務に活かせる点や新たな発見などについ

て学びを深める。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・職場における様々な場面を想定し自己の

キャリアアンカーについて振り返る。

・他者との意見交換を行い、現在や今後に

活かせる点や新たな発見など課題を見出

す。

・多様な価値観を持つ社会。

・人それぞれのキャリアの考え方や捉え方。

・自分の予想と違う結果の捉えについて。

キャリアアンカーの結果を踏まえ、自己理解を深める。職場における様々な場面での自分

の課題を想定し他者との意見交流から今後に活かせる対処法を考える。

科目名 学科/学年

就職支援 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 講義 3

回数 必須・選択

4回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・メモ用紙など

［受講者へのアドバイス等］

・二者択一による意思決定の根底にある自分の価値観。

・前回のキャリアアンカーにヒントを得るものはあるか。

・キャリアや人生における意思決定場面を思いおこしてみよう。

・多様な他者意見に見出した新たな発見や気づきについて、自分の捉え方を考える。

［今回の到達目標］

・必ず自分の意見や考えを討論の場で話す。

・同意見や相反する意見交流に接することで「問題」を多角的に考える。

・意思決定の過程を体験的に学ぶ」。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・ディベート(討論)

・課題「友人からの転職相談」について自

分の意見を決め、考えを整理する。

・ディベートを行う(自分の意見を述べる)

・「転職する」「転職しない」の二者択一。

・選択した理由を整理。

・他者意見の多様性。

・学びや気づきから自分の課題を考える。

ディベート(討論)

科目名 学科/学年

就職支援 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］



    

年度/時期 授業形態 回数

2021年度 講義 4

回数 必須・選択

4回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・メモ用紙など

［受講者へのアドバイス等］

・主観と客観の意味とバランスについて。

・キャリアアンカーの(再度)解説およびキャリアサバイバル・プランドハプンスタンス

　との関連など。

・意思決定時における4つのS（自己理解・状況把握・支援・戦略）なども参考として解

説。

［今回の到達目標］

・キャリア形成時における自身の意思決定について考え、今後の働き方のヒントを得る。

・自分の課題や目標について、自分なりの意見を持つ。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・ディベートを体験して気づいたことや発

見を考える(相反する意見で印象に残った

ことなど)。自由討議。

・自己の課題や目標を考える。

・今後の働き方やキャリアを重ねるうえで

必要になる意思決定時の留意点等。

・多様な社会と多様な価値観

・主観と客観

・意思決定の過程

・相反する意見との交流場面

・転職時のメリット・デメリット

・キャリア形成時における意思決定について考える。

科目名 学科/学年

就職支援 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］



 

 

 

 

 

 

 

マーケテイング概論　シラバス

年度／時期

2021年度

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8 マーケティングのイノベーション ３）バルミューダﾞ、日清食品、嵐、ＵＳＪにみる新しいマーケティング

レジュメ
・マーケティングの基礎
・営業活動の基本
・営業の具体的活動、行動分析
・マーケティングのイノベーション

マーケティングのイノベーション １）デジタルマーケティング　２）経験価値マーケティング

教科書・教材 その他

営業活動の基本 ３）営業活動のプロセス　４）営業に求められるスキルと能力

営業の具体的活動・行動分析 １）ビジネスモデルと課題の把握　２）顧客の声を起点にした課題の解決

営業の具体的活動・行動分析 ３）データと要因分析による課題の解決　４）事例にみる営業の成功要因

マーケティングの基礎 １）マーケティングとは　２）マーケティングの手法と事例（Ⅰ）

マーケティングの基礎
３）マーケティングの手法と事例（Ⅱ）、
４）成功企業のマーケティング戦略

営業活動の基本 １）営業活動の基本　２）営業活動の新たな視点

授　業　の　概　要

１．マーケティングの基礎的な知識、重要なフレームワーク、事例を学ぶことにより、実務に役立ち、実務をレベルアップ
    する。マーケティングの思考、センスを身に着ける。
２．営業活動の基本プロセス、重要事項、求められる能力を学ぶことにより、営業の現実の世界を理解する。営業の実務を
　　理解し、レベルアップする。
３．営業課題の把握の仕方を学ぶ。課題解決の基本の型（顧客の声を起点、データと要因分析）を学ぶ。
　　さらに応用事例を学ぶことで、実際に直面する営業課題の解決力を強化する。
４．マーケティングの新しい考え方、フレームワークを学ぶことで、マーケティングの思考、センスをさらにレベルアップ
　　する。

授業終了時の到達目標

１．市場、顧客、競合の見方、マーケティングの概要が理解できる。
２．営業活動の進め方、重要ポイントが理解できる。
３．営業課題の解決の仕方、成功要因が理解できる。
４．デジタルマーケティング、経験価値マーケティングの概要が理解できる。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 12H 河本吉弘

科　目　名 学科／学年 授業形態

マーケティング概論 デザイン・ICT 講義（通信）



 

 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
1

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

１）マーケティングとは　２）マーケティングの手法と事例（Ⅰ）

［今回の到達目標］

・市場、顧客、競合の捉え方を理解する
・マーケティングの概要を理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１．マーケティングとは
２．マーケティングの手法と事例
　　・マーケティングプロセスと全体像
　　・３C分析
　　・SWOT分析
　　・PLC分析
　　・STP分析

・売れる仕組みを作る
・市場環境への適応
・市場の細分化
・顧客のターゲティング
・ユニークなポジショニング
・強みを活かして機会を掴む
・顧客価値の創出

［使用教材等］

・マーケティングの基礎
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・マーケティングは「売れる仕組みをつくる」こと
・自社商品・サービスのターゲット市場を設定すること、その市場において競合とは
　違うユニークな立ち位置を確立することが重要。
・充足されていない欲求やニーズをつきとめ、それを満たす商品・サービスをいち
　早く提供することが重要。
・市場環境（顧客ニーズ、競合）は変化していく。それを感度良く捉え、自社も変化
　していくことが重要。



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
2

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・マーケティングの基礎
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・マーケティングの具体化は、Product、Price、Place、Promotionの最適な
　ミックスであるが、これを顧客の視点、「４C」Customer Value、Customer
　Cost、Convenience、Comnicationで見ていくことも重要。
・ワインショップ武田の最大の成功要因は、「事業環境へのスピーディな対応」に
　ある。自社に対する市場のプラス要因、マイナス要因を感度良く捉え、自社の強み
　を活かして対応していくことが重要。
・源吉兆庵の成功要因は、「巧みなブランド戦略」と「高い志」にある。ブランドは
　「顧客の心の中のイメージ」であり全ての企業が取り組める。高い志も全ての経営
　者が持つことができる。

［今回の到達目標］

・マーケティングの具体化の手法を理解する
・マーケティング成功企業のイメージを掴む

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１．マーケティングの手法と事例（Ⅱ）
　　・４Ｐ分析
　　・４C分析
２．成功企業のマーケティング戦略
　　・（株）ワインショップ武田
　　・（株）源吉兆庵

・顧客にとっての価値
・顧客にとってのコスト
・顧客にとっての利便性
・顧客とのコミュニケーション
・環境変化へのスピーディな対応
・巧みなブランド戦略
・経営者の高い志

３）マーケティングの手法と事例（Ⅰ）　　４）成功企業のマーケティング戦略

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
3

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

［使用教材等］

・営業活動の基本
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・営業の目的は、「お客様の問題を解決すること。それによって、その人の役に立つ
　ことである。最終の目的は売上をあげ、利益をあげることであるが、それは問題解
　決を通じて達成される。」
・問題とはお客の現状とありたい姿のギャップ（＝顧客ニーズ）である。
・営業で重視されることは、「売上予算の達成」、「行動重視」、「顧客からの
　信頼」、「競合に勝つ」ことであるが、現代は新しい要素として、「営業の情報
　武装」、「企画提案型営業」、「組織の営業」、「顧客満足の営業」が重要と
　なってきている。

［今回の到達目標］

・営業の目的と役割を理解する
・営業活動の重要要素を理解する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１．営業活動の基本
　　・営業の目的
　　・営業の役割
２．営業活動の新たな視点
　　・営業の情報武装
　　・企画提案型営業
　　・組織の営業
　　・顧客満足の営業

・お客の問題解決
・WIN-WINの関係
・企画提案
・情報武装
・顧客満足
・気合と根性
・結果主義とプロセス主義

１）営業活動の基本　２）営業活動の新たな視点

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
4

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

３）営業活動のプロセス　４）営業に求められるスキルと能力

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

［今回の到達目標］

・営業活動の進め方を理解する
・営業活動に必要なスキルと能力を理解する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１．営業活動のプロセス
　　　アプローチー初期訪問ー
　　　ニーズ調査ー提案説明ー
　　　商談締結ー顧客フォロー
２．営業に求められる知識とスキル
　　・ヒアリング力　・傾聴力
　　・交渉力
　　・提案力　・調整力　・行動力

・信頼関係
・傾聴姿勢
・問題を認め合う
・解決策を示す
・顧客にとってのメリット
・ビジネスコンサルタント

［使用教材等］

・営業活動の基本
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・営業活動は、顧客ニーズを確認し、お客とそれを認め合うことが重要。
・商品・サービスは、顧客のニーズを満たす、顧客の問題を解決する手段という
　こと。
・営業活動は、顧客と信頼関係の構築していくということでもある。
・営業活動は購買プロセス（A:注意ーI:興味ーS:探索ーA:行動ーS:共有）に対応する
　こと。
・営業担当者に求められるスキル、能力は、「ヒアリング力」、「傾聴力」が重要。
・「交渉力」は、「お互いが納得できるゴールを目指して話し合う力」である。



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
5

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

１）ビジネスモデルと課題の把握　２）顧客の声を起点にした課題の解決

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

［今回の到達目標］

・営業課題の把握の仕方を理解する
・顧客の声を起点とした課題解決の方法を理解する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１）ビジネスモデルと課題の把握の方法
　　・ビジネスモデルキャンバスの活用
２）顧客の声を起点にした課題の解決方
法
　　・顧客の声の収集ー真の要求把握ー
　　　重要度／満足度分析ー施策の立案
　　・価値提案キャンバスの活用

・顧客への価値提案
・顧客の声（VOC）
・顧客の真の要求
・競合との満足度比較
・顧客の期待に応える解決策
・顧客の心配を解消する解決策

［使用教材等］

・営業活動の具体的活動、行動分析
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・ビジネスの全体像を評価してみる。顧客セグメント、顧客への提供価値、
　チャネル、顧客との関係、主要な活動、主要な資源、パートナー、収入、コスト。
　そうすると欠けているところ、弱いところが見えてくる。それが取り組むべき課題
　である。
・どうすれば売上を増やせるのか。答えは「顧客の声」にある。顧客の声に耳を傾
　け、掘り下げ、顧客の真の要求を把握する。さらに顧客要求の重要度、満足度を
　分析すれば、何をすべきか明確になってくる。



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
6

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

３）データと要因分析による課題の解決　４）事例にみる営業の成功要因

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

［今回の到達目標］

・データと要因分析による課題解決の方法を理解する

・営業成功事例のイメージを掴む

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１）データと要因に基づく課題の解決方法

　　・課題を定義する

　　・現状を把握する

　　・問題の根本原因を特定する

　　・改善策を検討、実行する

　　・改善状態を維持する

２）事例にみる営業の成功要因

・現実直視

・データ（事実）の把握

・問題の要因把握

・業務プロセスの把握

・プロセス改善

・仮説検証

［使用教材等］

・営業活動の具体的活動、行動分析

・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・問題をどう解決するのか。まず、しっかりと現実を直視し、事実を把握することが重要。

　結果が望ましくないとすれば、必ずその原因がある。それまでのやり方に問題がある。

　要因を突き止め、それを変えていくことで、結果は変わる。やり方を変えることで結果は

　変わる。

・営業の成功事例を分析してみると成功要因は、「顧客の真の要求把握」「先回りした行

　動」「現実を正しく把握」「ビジネスの全体像把握」「購買の組織・キーマン把握」

　「リスクマネジメント」「クレーム対応」などであった。



 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
7

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

１）デジタルマーケティング　２）経験価値マーケティング

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

［今回の到達目標］

・マーケティングへのデジタル活用の現状、メリットを理解する

・マーケティングにおける「経験価値」の重要性を理解する

［今回の学習内容］ ［キーワード］

１）デジタルマーケティング

　　・ デジタルマーケティング

　　・ Webサイトの作成

　　・SNSマーケティング

　　・Web広告

　　・コンテンツマーケティング

　　・フリーミアム

２）経験価値マーケティング

・AISAS

・認知の拡大

・ブランディング効果

・新規顧客へのアプローチ

・情報伝達の早さ

・感覚的価値

・情緒的価値

［使用教材等］

・マーケティングのイノベーション

・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・インターネットやIT技術の進歩でこれまでやれなかったことがやれるようになってきた。

　デジタルの活用レベルがマーケティングのレベルと言っても良い状況になっている。

・デジタル活用は手段であり、目的ではない。使うこと自体が目的となってはならない。

　ビジネスでやりたい目的をしっかり定めた上で、効果的な手段を検討していくことが

　重要。



 

 

年度/時期 授業形態 回数

2021年度
講義

（通信）
8

回数 必須・選択

8回 必須

コマシラバス

３）バルミューダﾞ、日清食品、嵐、ＵＳＪにみる新しいマーケティング

科目名 学科/学年

マーケティング概論 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 河本吉弘

［今回のテーマ］

［今回の到達目標］

・事例からマーケティングの新しい考え方、手法のイメージを掴む

［今回の学習内容］ ［キーワード］

新しいマーケティングの事例
１）“バルミューダ”のマーケティング
戦略
２）“日清食品”のマーケティング戦略
３）“嵐”のマーケティング戦略
４）“USJ”のマーケティング戦略

・世界観と体験の提供
・五感の刺激
・ぶっとんだ広告
・SNS活用
・ストーリーテリング
・STP見直し

［使用教材等］

・マーケティングのイノベーション
・説明用スライド

［受講者へのアドバイス等］

・成功企業には成功の理由がある。
・これまでのマーケティングの考え方、手法に忠実であり、さらに新しいマーケ
　ティングの考え方、手法も取り入れていることがわかる。


