
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－成果物－ 

○合同講座受講アンケート調査結果 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○合同講座受講アンケート調査 

 

（１）調査概要 

１）調 査 名：合同講座受講アンケート調査（中間アンケート／後半アンケート）   

２）調査目的：開発したプログラムの実証授業（合同講座）の受講アンケート調査分析・ 

受講状況・受講の有用性等 

３）調査対象：合同講座受講者 

４）調査手法：Web回答 

５）調査期間：２０２２年（令和４年）１２月、２０２３年（令和５年）１月 計２回 

６）調査項目：受講科目の理解度、難易度、時間配分、有用度、コメント、総合評価 

７）分析内容：受講科目の理解度、難易度、時間配分、有用度、コメント、総合評価 

８）目標回収率：１００％ 

９）結果の反映：グラフ化。カリキュラムのブラッシュアップに反映。 

 

※調査対象や項目は、事前に委員会にていただいた意見を参考にした。 

 

 

（２）調査結果 

【回収数】中間：１４件  ／ 後半：１１件 

【回収率】中間：１００％ ／ 後半：９２％ 

  ※詳細は次ページへつづく 

 

 

 

  

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆中間アンケート 【回答：14名】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

受講動機 

・少しずつ仕事を始めていきたいから。 

・Web、グラフィックデザインの知識を習得したい 

・独学で挫折してしまいそうだったので受講した 

・今後就職するのに職業の選択を拡げるため 

・IT、Web 関連の求職には必要と感じたため 

・デザインは独学で趣味の延長としてチラシを作っているので、基本からしっかり学びたいから。 

・デザインに興味があったため 

・現在職場で広報を担当しており、仕事のスキルアップにしたいと思ったため。（今の仕事でポスタ

ー作りなどあり、役立てたいため） 

・就職がうまくいかず、前から興味があったデザインの勉強をしようと思いました。 

・リモートでできる仕事のスキルがなく、Photoshop や Illustrator の勉強をしたいと考えていたの

で。 

・今後自宅サロン的なことをしたいと考えておりその宣伝として SNS で発信する、広告的なスキル

を身に付けたい。 

・以前 HP や EC サイト管理のアシスタントをしたことがあり、興味のある分野だったので。 

・Illustrator を使ったことがないので覚えたいと思ったから。 

・デザインは服飾系の勉強はしたがグラフィックもやってみたいと思ったから。 

・非正規雇用のため、雇用の継続に不安がある（収入面で不安がある） 

・時代に合った知識、スキルを身に付け活かしていきたいから。 

 

 

 

「デザイン概論・演習」感想 

・とても楽しい 

・新しい知識が得られて為になった。なるほどと思えることが沢山ありました。 

・デザインの基礎がしっかり学べてとても良かったです。 



・デザインの基礎をしっかり説明をうけた。演習問題もあり楽しく講義を受けられた。 

・デザインは難しいと思っていたけれど、ルールや法則がある事を学びました。先生からの「デザ

イン上手は真似上手！」のとおり、自分で出来るようになりたいと思っています。 

・とてもわかりやすく今後に役立てられます 

・色の組み合わせやデザインの基本等、知りたいことがわかって楽しかったです。 

・デザインの基礎を学べて、書面とスクリーンを見ながら分かりやすかったです。 

・デザインの基礎を知れて面白かった 

・グリッド拘束等、基本を知ることで、街中で見るチラシによく目がいくようになった。もう少し

色について学べたら良かったと思う。 

・用事や体調不良でお休みすることが多かったので、お休みしたところを学べなくて残念でしたが

発見も多く学びも多かったです。 

・色彩（色相）が難しかったので、もっと勉強したかったです。 

・演習の内容が楽しく入りやすい内容だった 

 

 

 

「Illustrator 実習」感想 

・先生の説明は分かりやすいが自分ですると出来ない 

・マウス操作が上手くいかなかったりしましたが、使い慣れていくうちに上達した。ショートカッ

トで機能を使い倒したことがなかったので、覚えるのが少し手間取ったけど楽しかった。 

・対面だったので、わからないことを具体的に見せてもらえてとても良かったです。 

・ボリュームがあり難しい。もう２日実習があれば嬉しい。今の知識レベルではわからない事がわ

からない。 

・知りたい事をたくさん学べました。 

・とてもわかりやすく今後に役立てられます 

・ポスターの作り方等の知りたいことが分かって楽しかったです。 

・色々なキーがあって、一つ一つ違う機能性で覚えられなくても先生が毎回丁寧に教えてくださっ

て分かりやすかったです。 



・周りのスピード・理解度に全くついていけませんでした。自宅 PC にソフトを入れていないため

講座以外に触れる時間がなく、受講前に何かしらの準備をしておくべきだったと反省していま

す。 

・イラレの使い方や汎用性を知れて楽しかった。先生の教え方がすごく分かりやすかった。 

・ツールを一つ一つ教えていただけたので、大変わかりやすかったです。 

・初めての勉強でしたので、難しかったですが楽しめました。お仕事するには、まだまだ勉強と演

習が必要だと思いました。 

・7 日で忘れてしまいます。思い出すのが大変でした。（ソフトが無いので） 

・初心者でも分かりやすい内容でよかった 

 

 

「Photoshop 実習」感想 

・練習用のファイルを持ち帰って自宅で復習したい 

・コラージュを作ったりして面白かった。 

・フォトショップもイラストレーターと同様ら実際にみせてもらえて、わからないところを質問さ

せてもらえてとてもよかったです。 

・どのような機能があるのか全体感がつかめて良かった。 

・知りたい事をたくさん学べました 

・とてもわかりやすく今後に役立てられます 

・前から知りたかった写真の合成など分かって楽しかったです 

・画像の切り抜きなどが楽しかったです。 

・使い方を知れて楽しかった。 

・選択や色彩の変更など、もう少し学べる時間が欲しいと感じた。 

・写真の加工も細かいところまでできるので、うまく使いこなせたら楽しめるのだろうなと思いま

した。 

・イラレと同じで大変でした。本を読んでもわかりませんでした…。 

・もう少し練習する時間が欲しかった 

 

 



 

 

「広告制作実習」感想 

・休んだ回があったのでチンプンかんぷん 

・悩みだしたらキリがなかったけど、理論に基づき、先生のヒントを参考に何とか形あるものが出

来たけど、まだまだ改良点は沢山ありました。実際に印刷して見たかった。 

・基礎で学んだことを実践としてすることで、復習にもなり、学びが深まりました。 

・他の人の制作物を見せてもらう事で視野が広がり良かった。作りたい事があっても技術的に出来

ないので課題がはっきり見えて良かった。 

・広告デザインをゼロからやるのは、難しかったです。技術もアイデアもないので、素材の並べ替

えくらいしかできず、まず、良い例をまねて(トレース？)実習したあとに、ここを変えてみよう

とか、広げていけたらよかったと思いました。普段、チラシを見ていたつもりでしたが、眺めて

いただけだとわかりました。 

・とてもわかりやすく今後に役立てられます 

・制作の楽しさがわかって楽しかったです。 

・少し時間が足りなかったが、思うデザインが作れて良かった。 

・もう少し実習の時間をとって欲しいと感じた。実際に作成してみて感じることや疑問も多く出て

きたため。 

・いろいろな広告を見て、まずはまねて学ぶことも大切だと思いました。自分の感覚で色、デザイ

ンを選んでいますが、客観的に見ることの必要性を感じました。皆さんのデザインがすばらしく

て感心しました。 

・（ある程度できていたから）楽しくできました。他人の作品が見られて勉強になりました。 

・全体の学習を総合して復習でき、一つのものを作り上げることで少し自信がついた。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/17（土）までの全体的な感想 

・先生の授業はわかりやすく丁寧だが、習得する側の問題 

・授業の説明がすごく分かりやすかったです。もっと習いたいと思いました。 

・とても素敵な講座を開講してくださりありがとうございました。 

・独学でデザインの勉強をしていて、挫折しそうだったんですが、受講したことで、また学ぶこと

が楽しくなりました。 

・先生の教え方が上手で質問もしやすかった。受講生も年代はバラバラだが、同じような感覚の持

ち主が集まっていて楽しく受講させてもらっている。 

・限られた時間の中で、学習量が多くついていけていませんでしたが、わかりやすく教えて頂きあ

りがとうございました。実際のお仕事の様子や苦労話を聞けたのでイメージがつきやすかったで

す。わからない所も、丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。他の方も思われていますが、

次につながる手立てを知りたいです。 

・とてもわかりやすく今後に役立てられます 

・質問しやすく楽しい会話込みの授業だったので楽しく学習できました。ありがとうございました。 

・元々PC はできると思っていましたが、いざやってみると難しくて苦戦もしましたが、実習をして

みたり、自分でデザインを決めながら制作するのがとても楽しかったです!!しっかり身に付けて

活かしていこうと思いました。 

・自分一人全くついていけず、先生には大変ご迷惑をおかけしたと思います。その都度フォローし

てくださる時間があり、ありがたかったです。MOS 等の講座は各パソコン教室や公共の講座でよ

くあるのですが、デザイン系講座で「どんなものかちょっと触ってみたい」と思ってもなかなか

無いので、本事業は貴重だと思います。（リカレントでなくても単発でもいいのでフォローアップ

の教室があったらいいなぁと思います） 

全くついていけず、悔しさがあるので広島で学び直してみようかと思います。実習に入ってから

ついていけないことが多かったので、先生の手元を映すモニターか画面のレジュメが欲しかった

です。 

・デザインの基礎からイラレ・フォトショを学ぶことができて面白かった。 

・講師もとても話しやすく、説明も丁寧で分かりやすかった。 

・大変勉強になりました。自分で使いこなせるようこれからも頑張りたいです。 

・先生が面白くて楽しく通えました！仲間ができて転職活動がんばろうと思えました。ありがとう

ございます。 

・実践的で仕事に生かせる内容で役に立った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆後半アンケート 【回答：11名】 ※未回答 1名、仕事都合後半欠席 2名 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「ICT 基礎」感想 

・凄く為になる 

・今まで何気なく使っていた web のことを理解できたことはとても勉強になりました。 

・もう少し時間数が増えたら深く学べたのかなと思いました。 

・先生の授業はとても分かりやすく、個人的に質問したことにも丁寧に対応してくださって理解が 

深められました。 

凄い熱量のある説明だったので、重要なことは何なのか本質を頭に叩き込まれたと思います。 

・難しい箇所とそうでない箇所がありましたが、今後も習ったことを継続していきたいと思います。 

・ICT の基本的な部分はいろんな所で見ていましたが、新しくで出来た事例など聞けて勉強になっ

た。 

・自分が時代の流れに取り残されている、且つそのことに危機感を持つべきだと痛感しました。 

使ったことのなかった Google ドライブや、エバーノートの使い方を教えていただき仕事の管理

や効率化も学べました。今の仕事では、WordPress を使ったウェブサイトを担当していますが、 



概念も何もわからずにフォーマットに入力していただけでした。少しでも理解して仕事ができる

ようになって嬉しいです。また、今後の仕事でウェブサイトのリプレイスやシステムリプレイス

のメンバーになっているので、教えていただいたことを活かしていきたいと思っています。 

・今までぼんやりとしていた web のしくみをしっかりと理解することができました。 

・知りたいこと、やりたかったことができて楽しかったです。 

・何となく感覚で覚えていたものを知識として頭に入れられたのがとても良かった。もう少し学ぶ

時間が多ければ良いのではとは感じた。 

・今後役に立つ内容を要約して話してくださり、大きな学びがあったが、もう少し時間が欲しかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 



 

「Web デザイン・プレゼンテーション実習」感想 

・時間が足りない 

・限られた時間で課題をこなすという経験は、大変でしたが、力がついて成長していくのを自分で

も 

実感できて、とても良い経験になりました。 

・時間がなさすぎてついていくのに精一杯でしたが、自分でデザインできたことは嬉しかったです。 

・デザインの楽しさや生みの苦しみを味わい、普段の生活の中でもデザインされたものに目が行く

ようになった。アプリの機能がまだ全部使いこなせてないですが、イメージしたものが皆さんに

見てもらえる形になるのが楽しかったです。プレゼンは時間内にうまく説明出来なかったので言

い直し練習を自分の課題にします。 

・人前で話しをする事、自分の成果を話す事、それぞれ緊張しますが良い体験でした。 

・家での環境が皆さん違うので、授業始まりの時点で足並みが揃っているか、確認があったら良か

ったと思います。例えば Google や Evernote のアカウントが取れて、授業始まりに Google など

に入れているか？けっこう周りの受講生は混乱していました。私も混乱したので、事務局にお願

いして、早く教室を使わせていただいて、授業前に他の受講生の方に聞けたり、授業準備が出来

て助かりました。 

・Illustrator と Photoshop 実習同様に、周りのペースについていけずに苦悶しました。 

上野先生は講義のスピードは速かったですが、少しでも理解できるように、説明や考え方を常に

イラストにしてくださったり、プロセスを何度も黒板に書いてくださったりしました。すぐに慌

ててしまう自分にはとても有り難かったです。デザイン実習のほうは、操作や技術的についてい

けない部分も多かったものの、他の方のデザインを見たり、先生からアドバイスをいただけたり

楽しい実習でした。プレゼンは、一番遅れをとっている自分が何をプレゼンできるのか、こうい

うデザインにしたい！というのは山ほどあるけど、自分の力がまったく追いつかない、、、と悩み

ました。「どん詰まりで結局できませんでした」だけは避けようと思い、周りのレベルと比べずに

今の自分のレベルで出来ることに絞ってやりました。皆さんに見ていただくにはお粗末すぎて恥

ずかしかったのですが、目的をしっかり意識して伝えきることだけは頑張ったつもりです。皆さ

んのプレゼンは本当にどれも素敵で、デザインとプレゼンを通して、おひとりずつ少し知れた感

じもあり、新しいアイデアや考え方にも触れられて貴重な機会でした。独学では難しいことなの

で講座を受ける最大のメリットだと思います。 

・デザインを本気でしていくための気持ちに切り替えるための刺激になりました。また、プロ目線

での添削をしていただき、改めてプロに近づきたいと思えました。 

・知らなかったことや、これからの時代に必要な事を知ることが出来て興味深い授業でした。 

・ICT 基礎と同じく時間が少なく感じた。特に分析やマーケティングなどはデザイン以外でも役立

つことが多く、もう少し深く学んでみたいと思った。 

・デザインはできたが、ICT の技術の習得が間に合わなかった。予習・復習の時間をもう少し多く

とればよかった。 

 

 

 



 

 

「職業人講話」感想 

・クワダ先生のお話しは、すごく心に響きました。デザインを今後していくときの指針になりまし

た。 

・デザインに関わる方の考え方が改めて素晴らしいと思えました。またその想いに共感し、これか

らもデザインに何らかの形で携わりたいと思うことができました。 

・未視聴です。家で見られる環境が整わなかったので残念です。 

 

 

開始時に「求職中」と回答された方は、今後の予定について「求職中」または「就職予定」

に 

チェックし、あわせて「その他」欄へ、（希望）業種・職種を入力ください 

 

 ・求職中  １ デザイン関係の職種を希望。 

 ・就職予定 １ 保育園栄養士（副業としてデザインにも関わりたいと考えています） 

 ・その他  １ 子育て中のため、フルタイムでの勤務は難しい現状ですが、デザイナーとして 

働ける場があれば、チャレンジしたいです。 

 

 

今回の講座内で「他にこれも学びたかった」という内容がありましたら入力ください 

 

・Ｗeb マーケティングや集客について学びたいです。 

・実際に、デザインの注文を受け、納品して、エンドユーザーまで完成品として届くのか、一連の

流れを見学したいと思いました。 

・WEB マーケティングの講座を増やしていただきたいと思います 

・LP のトレースは学びたかった手法でした。が、素材を自分でコピペするなど、準備時間がもっ

たいないなと思いました。トレースの後の受講生のオリジナル LP 作成時間で写真などの素材の



準備がしてある状態で配置とは！の実習時間だったらと思いました。素材集めをする時間が削れ

ると、そのできた時間で、サイトの公開後の分析や追跡をするにはどんな事があるかを学びたか

ったです。作り込むよりサイト作成から公開後の一連の流れに必要な事も学びたかったです 

・ウェブマーケティングとウェブライティング 

・純粋に制作や授業の時間がもっとほしいと思いました。自分のスキルやセンスを上げる時間が欲

しかったです。 

・各科目をもう少しずつ深く学んでみたかった。 

 

 

 

受講修了した全体の感想 

・うまく言えないですが、お二人の先生共、魅力的な人柄で、豊富な知識の提供もしていただき、

本当に有意義な時間を過ごす事ができたと思っています。生徒の方々とも交流でき楽しかったで

す。ありがとうございました。 

・デザインの考え方や法則、ツールの使い方、web デザインのしくみなど 1 回 1 回の授業が勉強に

なることばかりで、濃い内容でした。デザインは人への思いやりからできているという考え方を

知ることができ、それに関わる勉強ができたのもすごく大きな財産です。また、先生方や生徒の

みなさんから考えや様々な生き方を学ぶことができ、デザイン以外の面でもとても刺激になりま

した。この講座を受け、デザインは楽しくておもしろいなと改めて思いました。今回、受講の対

象外だったにも関わらず、受け入れてくださりとても感謝しています。本当にありがとうござい

ました。 

・全体を終えて、前半は、時間は足りないと思っていた中でも、わかりやすく、ゆったりと学べた

と言う思いです。「Ａi や Ps の良いテキストがないから」とテキストの用意がなかったですが、

習った操作以外にもたくさんの操作があるはずなので、習った操作の定着と、その他の操作の学

習の為に一冊ずつテキストがあった方がよかったと思います。テキストがあれば予習復習と、

PC が手元になくても、イメトレと、習った部分の定着ができたのではないかと思うと、残念で

す。 



後半の授業は、とても刺激的でした。先生ご自身の経験を通してのお話しでは、リスタートに向

けた受講生には、とても突き刺さった！と口々に話しています。 

「自己満足でなく、クライアント満足」は大切にしていこうと思いました。 

(どんな講演や授業に行っていつも思う事ですが、)ホワイトボードに先生が書いてくださる授業

材料はとても貴重なものです。先生のＰＣモニターをプロジェクターで投影して、説明をマー 

カーで書かれる事がありました。授業材料を受講生がノートに書きながらさらに説明を書き加え

る(今までの日本の授業のやり方)と、話の内容が入りにくいのです。聞き逃しもあります。本時

の一番重要な授業材料だけでもいいのでペーパーとしてあると、最高だと思いました。ホワイト

ボードに書いてくださった授業材料はこれから先の人生に大切な物がたくさんありました。受講

生自身の授業への思い入れの差があると思いますが、私のような受講生もいる事を知って頂けた

ら幸いです。 

教室を早い時間から使用させて頂きたいとのお願いに、アナウンスと対応をして下さり、ありが

とうございました。今回は、学びの時間を与えて下さりありがとうございました。感謝いたしま

す。 

・今回受講した中で一番の年長でしたが、皆さんに迷惑をかけずに頑張れたことは素晴らしいと思

っています。今後もこの経験を活かしていこうと思います。ありがとうございました。 

・たくさんのことを教えていただき、またいろんなことにチャレンジしたいと思えてきました。 

先生や受講された皆さんから刺激をいただき自分も頑張ろうと思えました。ありがとうございま

した。 

・好きな事なので率直に楽しかったです。良い先生に恵まれ、参加して良かったと思います。在職

中の中で、週末ほとんど制作の宿題に追われるのは確かに厳しい面もありましたが、ただダラダ

ラ過ごす週末より、すごく刺激になったし、何よりも得がたい財産になったと思います。受講生

の皆さんの作品からも沢山のアイデアを貰って色んな吸収が出来ました。昨日、最後の授業が終

わって、ぽっかり心に穴が空いた感じがして寂しかったです。まだ導入部分なので、これからも

何かの形で継続していきたいと思います。 

・ドロップアウト宣言をして始まった後半でした。もう無理だと泣きつきにいったことを忘れられ

ません。「何とかしがみついてほしい」、「あなたがやるかやらないかなんて私はどっちでもい

い。ジブンなのよ。」お二人のこのフレーズのおかげで、自分を奮い立たせることができまし

た。何よりもまずお二人にお礼申し上げます。上野先生の講義は、概念や理論の説明がスピード

は速いのにわかりやすかったです。また、常にタイムマネジメントをされていて、先生の毎回の

講義そのものがプレゼンの教本でした。正直、ファーストコンタクトは「厳しそうな先生💧」だ

ったのですが、講義に出れば出るほどやる気にさせてくださる魔法を持っている先生でした。常

に「自分はどうなの？」とスパーン！と返されるたびに、自分で考えること、目的をクリアにし

ていくこと、それが出来たら速やかに動くこと。を意識するようになりました。ICT やデザイン

の講義を越えて、先生にはご教示いただきました。ありがとうございます。本気でやろうと思っ

たら、やはり講座の時間だけでは絶対に無理です。自宅もしくは自習室での復習はマストでし

た。今後受講の方には、Adobe のソフトも安くはないですし、自宅のネット環境もあるので一律

には難しいこととは思いますが、やはり Illustrator 実習始まる前には自分の環境を確認して復習

できる場を見つけておくことをおすすめしたいです。 



最後のプレゼンを見ても、自宅学習していた方とできなかった方で相当な差があると感じまし

た。私は気づいたのが遅く、努力が間に合わなかったから、これから天野先生の授業を思い出

し、初めから復習をしていきたいと思います。落ちこぼれに寄り添って、そっとフォローしにき

てくださった天野先生、落雷のような刺激（笑）と本気で頑張ることを教えてくださった上野先

生、無理を頼むことしかしない受講生に対応してくださった事務局様。無料なのが奇跡のような

スタッフ陣です。もったいないから教えたくないほど。大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

・全体的に私にとってはすごく良い内容だったです。まったくの初心者でしたがなんとかついてい

ける内容で、先生もていねいに教えてくださり、クラスの雰囲気も良かったので分からないとこ

ろを教え合いながら最後まで挫折せずに取り組めました。内容もすぐに仕事に生かせそうな実践

的なもので良かったです。 

・こんな素晴らしい講座を受けさせていただいて、本当にありがたい経験をさせてもらいました。 

この講座をきっかけに、デザイナーとしてチャレンジし続けたいと思います。本当に参加して 

よかったです。体調不良で出席できない日も、zoom で対応してくださったおかげで、最終日の 

プレゼンもできました。ありがとうございました。 

・始まる前は長いと思っていましたが、あっという間の 4 ヶ月間でした。Illustrator や Photoshop

など習うには金銭面でも少しハードルが高く、なかなか手が出せなかったので、大変有り難かっ

たです。 

前半の講座はもちろんですが、後半の 5 週間は講師の先生の勢いと熱量がすごく、身の引き締

まる日々でした。特に目標設定や分析など人生でも役立てることが多く、ぼんやりとしていたも

のがはっきりと見えてきました。就職支援の講義では自らの強みや弱みだけでなく、本当に自分

自身がやりたかったことなどを知ることで少し自信がつきました。穴吹学園の方も不明な点を問

い合わせた際には毎回丁寧に対応してくださったのでとても助けられました。このような機会を

ありがとうございました。 

もし希望が言えるのであれば、もう少し講義時間を増やして欲しいと思いました。一通り習うこ

とに精一杯で、もう少し深く学びたいのに時間が足りないと感じることがありました。 

・有難い講座でした。目標が持てました。 

 

 

 

 

 

 



（１）合同講座カリキュラム  

 

◆2022 年度（令和 4 年度）実施カリキュラム （2 サイクル目） 

 

 

○通学 16 回・96 時間 + 対象者のみ就職支援 １回・6 時間     ○通信 ３.５時間  

 

 

 

 

 

No. 科目 内容 時間数 形態 区分

1 デザイン概論・演習
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。（文字組み、魅せる
ためのデザイン）

12 通学 既存

Illustrator実習 業界標準ソフトウェアであるAdobe Illustrator
の操作方法を習得する。

30 通学 既存

Photoshop実習 AdobePhotoshopの操作方法を習得する 12 通学 既存

広告制作実習 広告制作実習としてポスターを制作する 12 通学 既存

3 ICT基礎
ICTの基礎知識、クラウド、Webデザイン、Web
マーケティングの基本等を学ぶ。

6 通学 新規

4
Webデザイン・プレゼ
ンテーション実習

Webマーケティングを用いた目標設定、具体的手
法、SWOT分析等を学び、構築したWebサイトの公
開及びプレゼン発表を行う。

24 通学 既存

通学　合計 96 時間

5 職業人講話
地元デザイナーによるデザイン業界や仕事につい
て講話を実施。学習へのモチベーションアップや
就労意識を啓発する

2 通信 新規

No. 科目 内容 時間数 形態 区分

1 就職支援（対象者のみ）

キャリアアンカーと今後の働き方、自己分析、意
見交換、履歴書・職務経歴書作成支援、面接対策
等

6 通学 新規

2
コミュニケーション・
心理

職場内でのコミュニケーション、スタッフの行動
を変える心理学

1.5 通信 新規

必須科目

2

選択科目



（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　玉田　和人

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)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

ICT基礎 (1)

(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）

各種クラウドサービスについて知っている 自社作成

コミュニケーション・心
理
（選択・通信）

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

学
科

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

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4年10月8日

97.5時間
デザインのルールやICT基礎を理解し、AdobeIllustrator、AdobePhotoshop技能とWeb活用力を身に付け、幅広く
活躍できるデザイン人材を育成する

～

令和5年1月28日

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5年1月28日

所在地

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の基礎を理解している 自社作成

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

（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

Webデザイン・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

IllustratorとPhotoshopを使用し作品を作ることができる 自社作成

デザイン理論を理解し目的に合った広告制作ができる 自社作成

Illustrator実習

Photoshop実習

広告制作実習

K310203



（３）シラバス・コマシラバス 

 



 

年度/時期 授業形態 回数

2022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

2022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

2022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

2022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

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士



 

年度/時期 授業形態 回数

2022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

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士



 

年度/時期 授業形態 回数

2022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

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士



 

年度/時期 授業形態 回数

2022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

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士



 

年度/時期 授業形態 回数

2022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

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士



 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrator実習　シラバス

年度／時期

2022年度

回数 必須・選択

20回 必須

回

1〜4

5〜8

9〜12

13〜16

17〜20

○Illustratorショートカットキー早見表（２枚）
○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）基本ツール操作方法④
２）演習２（ペンツール初級）
３）演習３（ペンツール中級）
４）演習４（文字レイアウト）

１）基本ツール操作方法⑤
２）演習５（文字レイアウト）
３）印刷データ作成

Adobe Illustrator 基本操作４

Adobe Illustrator 基本操作５

その他

Adobe Illustrator 基本操作１
１）画面説明
２）基本ツール操作方法①

Adobe Illustrator 基本操作２
１）基本ツール操作方法②
２）演習１（変形）

Adobe Illustrator 基本操作３
１）基本ツール操作方法③
２）演習２（パスファインダー）
３）練習１（ペンツール）

授　業　の　概　要

業界標準のソフトウェアであるAdobe Illustrator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 Illustratorを使用して文字のレイアウトができるようになる。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 30H 天野博士

科　目　名 学科／学年 授業形態

Illustrator実習 デザイン・ICT 実習



 
 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 1〜4

回数 必須・選択

20回 必須

［今回のテーマ］

科目名 学科/学年

Illustrator実習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数）

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

・各種ツール、機能パネルの名称と使いかた

［使用教材等］

［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 30H 天野博士



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 5〜8

回数 必須・選択

20回 必須

［使用教材等］

・変形ツール演習データ

［受講者へのアドバイス等］

・単純な図形を描画し、変形やパスファインダーを使って複雑な図形を作り出すことができ

る。大切なのは「狙った図形を作るには、単純な図形を使って、どうやって作り出すか？」考

えることです。

［今回の到達目標］

・変形ツールを確実に理解する。

・パスファインダー機能では何ができるか理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・１日目の復習

・シアーツール／リフレクトツール

・変形の繰り返し

・変形ツール演習

・カラーパネル詳細説明

・パスファインダー

・各種ツール、機能パネルの名称と使いかた

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 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 30H 天野博士

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 9〜12

回数 必須・選択

20回 必須

［使用教材等］

・パスファインダー演習データ

・ペンツール操作理解練習データ

［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を確実に理解する。

・ペンツールの基本操作を理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・２日目の復習

・パスファインダー演習

・グラデーション機能

・整列パネル

・図形のロック／隠す

・アピアランスの使い方

・ペンツール基礎

・パスファインダーによる図形作成

・図形の整列

・アピアランス

・ペンツールによる図形描画

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 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 30H 天野博士

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 13〜16

回数 必須・選択

20回 必須

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 30H 天野博士

コマシラバス

［使用教材等］

・ペンツールトレース（初級）データ

・ペンツールトレース（中級）データ

・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

［受講者へのアドバイス等］

［今回の到達目標］

・ペンツールを思い通りに操作して複雑な線が描けるようになる。

・文字ツールを使って、レイアウトできるようになる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・３日目の復習

・ペンツール応用

・ペンツール演習

・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

・文字レイアウト演習１

・アンカーポイント／パス／ハンドル

・様々な文字入力方法と書式設定

Adobe Photoshop の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習 デザイン・ICT



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 17〜20

回数 必須・選択

20回 必須

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 30H 天野博士

コマシラバス

［使用教材等］

・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］

・指定されたレイアウト通りに効率よく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。

・印刷用データの作り方（裁ち落とし・トリムマーク・文字のアウトライン化）

［今回の到達目標］

・ペンツールを思い通りに操作して複雑な線が描けるようになる。

・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］

・４日目の復習

・文字レイアウト演習２

・文字のアウトライン化

・フチ文字、影付き文字

・表の作り方

・レイヤー／アートボード／トリムマーク

・その他、知っておくと便利な機能

・各種文字ツールと段落設定

・アピアランス利用で凝った文字デザイン

・印刷用データの仕組み

Adobe Illustrator の基本操作を習得する。

科目名 学科/学年

Illustrator実習 デザイン・ICT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoshop実習　シラバス

年度／時期

2022年度

回数 必須・選択

8回 必須

回

1〜4

5〜8

○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 その他

Adobe Photoshop 基本操作１
１）画面説明
２）基本ツール操作方法①
３）演習１

Adobe Photoshop 基本操作２
１）基本ツール操作方法②
２）画像補正・画像修正
３）演習２

授　業　の　概　要

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

授業終了時の到達目標

１．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。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 12H 天野博士

科　目　名 学科／学年 授業形態

Photoshop実習 デザイン・ICT 実習



 
 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 1〜4

回数 必須・選択

8回 必須

［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。

・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

［使用教材等］

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

Adobe Photoshop の基本操作を習得する。

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

Photoshop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

2022年度 実習 5〜8

回数 必須・選択

8回 必須

［今回のテーマ］

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

90分 12H 天野博士

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

Photoshop実習 デザイン・ICT



 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

   

広告制作実習　シラバス

年度／時期

2022年度

回数 必須・選択

8回 必須

回

1〜4

5〜8

◯販促物原稿データ
　作品の制作に必要となる原稿をデータで配布す
る。

広告制作実習①
１）IllustratorとPhotoshopの連携 ２）名刺制作
３）ショップカード制作

広告制作実習② １）Ａ４チラシ制作

教科書・教材 その他

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とAdobe Photoshopを使用し、自分の力で作品を作ることができる。
２．デザイン概論で学んだデザインのルールと法則を考慮した作品を作ることができる。

テ　ー　マ 内　　　　容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 12H 天野博士

科　目　名 学科／学年 授業形態

広告制作実習 デザイン・ICT 実習



 
 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 1〜4

回数 必須・選択

8回 必須

・制作物の原稿データ

［受講者へのアドバイス等］

・仕上げはIllustrator。必要な画像はPhotoshopで加工・編集してIllustratorに配置し、文字組

みはIllustratorでレイアウトして完成させる。

・「お好み焼き屋」のショップカードを制作するが、「お好み焼き」のイメージが伝わるよう

デザインに工夫すること。

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

・名刺／ショップカードを自力で完成させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・IllustratorとPhotoshopの連携

・オリジナル名刺制作

・ショップカード制作

・デザインルールを守ったデザイン

・Illustrator、Photoshop各々の役割

［使用教材等］

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

Adobe IllustratorとAdobe Photoshopを使用して販促物を制作する。

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

広告制作実習 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

2022年度 実習 5〜8

回数 必須・選択

8回 必須

・制作物の原稿データ

［受講者へのアドバイス等］

・多数ある情報を、いかに美しく・見やすくレイアウトするかが肝心。

・デザイン概論で学んだデザインの法則を意識してレイアウトを考える。

・分からないことはネット検索で解決する。（独り立ちするために）

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

・訪問看護ステーションのＡ４チラシを完成させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・Ａ４チラシの制作
・文字のジャンプ率／グリッド拘束

・余白を使ってグループ化

［使用教材等］

90分 12H 天野博士

［今回のテーマ］

Adobe IllustratorとAdobe Photoshopを使用して販促物を制作する。

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

広告制作実習 デザイン・ICT

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者



 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

       

ICT基礎　シラバス

年度／時期

2022年度

回数 必須・選択

4回 必須

回

1

2

3

4

授　業　の　概　要

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 6H 上野リサ

科　目　名 学科／学年 授業形態

ICT基礎 デザイン・ICT 実習

授業終了時の到達目標

１．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。
２．Webデザインに関する基礎基本知識習得。

テ　ー　マ 内　　　　容

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

教科書・教材 その他

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

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



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 1

回数 必須・選択

4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］

［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

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） 授業担当者

90分 6H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 2

回数 必須・選択

4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］

［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

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） 授業担当者

90分 6H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 3

回数 必須・選択

4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］

［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

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） 授業担当者

90分 6H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 4

回数 必須・選択

4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］

［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

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） 授業担当者

90分 6H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

 

 

 

 

 

 

    

Webデザイン・プレゼンテーション実習　シラバス

年度／時期

2022年度

回数 必須・選択

16回 必須

回

1～4

5～8

9～12

13～16

○スライド資料56ページ（見本表示のみ）

その他

WEBサイト構築
PORTFOLIOサイト制作
プレゼン発表

WIX、Canvaなどを用いたWEBサイト作成とプレゼン発表

教科書・教材

科　目　名 学科／学年 授業形態

Webデザイン・プレゼンテーショ
ン実習

デザイン・ICT 実習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 24H 上野リサ

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

WEBサイトとは
Photoshop操作おさらい
作成の手順について

WEBサイトについて基本概念
Photoshopを用いたバナー制作
WEBデザイン基礎概念

ICT振り返りと実践
バナー・LPデザイン作成

Googleアカウント取得
クラウド概念習得
SWO分析
目標、目的設定
ーー
LPデザイン作成

ICT振り返りと実践
LPデザイン制作

LPデザイン
マーケティングに基づいたデザイン作業
エンドユーザー視点
目標、目的設定
商材のSWOT分析
手書きラフ、LPデザイン作業
実践



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 1

回数 必須・選択

16回 必須

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

WEBサイトとは

Photoshop操作おさらい

作成の手順について

［今回の到達目標］

WEBとは概念を理解。

Photoshop中級レベルを目指す。

デザイン制作ポイントを理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

自己紹介

WEBサイトとは

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］

イラストAC、写真AC

エバーノート



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 2

回数 必須・選択

16回 必須

コマシラバス

［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］

イラストAC、写真AC

エバーノート

［今回の到達目標］

WEBとは概念を理解。

Photoshop中級レベルを目指す。

デザイン制作ポイントを理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

Photoshopの復習

バナー作成

ーー

①バナー作成＞クリスマスケーキ

Photoshop

切り取りツール、パス、レイヤー

WEBサイトとは

Photoshop操作おさらい

作成の手順について

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 3

回数 必須・選択

16回 必須

コマシラバス

［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］

イラストAC、写真AC

エバーノート

［今回の到達目標］

WEBとは概念を理解。

Photoshop中級レベルを目指す。

デザイン制作ポイントを理解する。

［キーワード］

Photoshopを用いてバナー作成

ーー

①バナー作成＞クリスマスケーキ

　ブラシュアップ

レイヤー、FX概念

WEBサイトとは

Photoshop操作おさらい

作成の手順について

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 4

回数 必須・選択

16回 必須

コマシラバス

［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］

イラストAC、写真AC

エバーノート

［今回の到達目標］

WEBとは概念を理解。

Photoshop中級レベルを目指す。

デザイン制作ポイントを理解する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

Photoshopを用いてバナー作成

ーー

②バナー作成＞セールバナー

配色、フォントの種類

WEBサイトとは

Photoshop操作おさらい

作成の手順について

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 5

回数 必須・選択

16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］

［今回の到達目標］

ICTで学んだ分析など再度確認実践。

Photoshop中級レベルを確実な物にする。

LPデザインを習得する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

Googleアカウント取得

クラウド概念習得

SWO分析

目標、目的設定

クラウドの概念

ICT振り返りと実践

バナー・LPデザイン作成

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 6

回数 必須・選択

16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］

［今回の到達目標］

ICTで学んだ分析など再度確認実践。

Photoshop中級レベルを確実な物にする。

LPデザインを習得する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

LPデザイン作成

ーー

①バナーデザイン作成・復習

マーケティング分析に基づいたバナーデザイン

復習

ICT振り返りと実践

バナー・LPデザイン作成

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 7

回数 必須・選択

16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］

［今回の到達目標］

ICTで学んだ分析など再度確認実践。

Photoshop中級レベルを確実な物にする。

LPデザインを習得する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

LPデザイン作成

ーー

②クラウド概念の基礎

　ドライブへアップロード

　ドライブ、クラウドメール、クラウドと

は、URL発行

クラウド概念

ICT振り返りと実践

バナー・LPデザイン作成

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 8

回数 必須・選択

16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］

［今回の到達目標］

ICTで学んだ分析など再度確認実践。

Photoshop中級レベルを確実な物にする。

LPデザインを習得する。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

LPデザイン作成

ーー

③LPデザインについて

　LPデザインとは

　デザインの見方について

　①エンドユーザー

　②デザイナーとして

　③構成を見る

　クラフトレモンLPのトレース開始

　構成について学ぶ

　サイトからワイヤーフレーム逆引きを行い

そのような構成で進めているか学ぶ。

デザインの構成を見る

ICT振り返りと実践

バナー・LPデザイン作成

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 9

回数 必須・選択

16回 必須

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・プレゼンテーショ
ン実習

デザイン・ICT

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

ICT振り返りと実践

LPデザイン制作

［今回の到達目標］

ICTで学んだ技術を理解しデザインへと反映させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

マーケティングの基礎

5W2Hについて学ぶ

期限を設けてタイムマネジメントを学ぶ

締め切りを意識し逆算

それぞれに時間を割り振りし

緊張感を持って作業する

https://www.kaonavi.jp/dictionary/5w2h/

［受講者へのアドバイス等］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 10

回数 必須・選択

16回 必須

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・プレゼンテーショ
ン実習

デザイン・ICT

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

ICT振り返りと実践

LPデザイン制作

［今回の到達目標］

ICTで学んだ技術を理解しデザインへと反映させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

■内容

ビームスサマーセール

バナー制作

クライアント設定を行いデザインを行う

5W2Hに基づいて

①情報整理

②手書きラフ・情報整理

③Photoshopデザイン

④ブラシュUP

⑤ドライブへUP

マーケティング分析に基づいたデザイン

［受講者へのアドバイス等］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 11

回数 必須・選択

16回 必須

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・プレゼンテーショ
ン実習

デザイン・ICT

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

ICT振り返りと実践

LPデザイン制作

［今回の到達目標］

ICTで学んだ技術を理解しデザインへと反映させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

目的、目標設定について

長期、中期、短期計画

日々のタスク管理について

タイムマネジメント能力

スケジュール管理について

＞Googleカレンダー紹介

ーー

SWOT分析について

自身の分析を行った

向かうべき目標、避けるべき脅威

https://www.innovation.co.jp/urumo/swot/

［受講者へのアドバイス等］



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 12

回数 必須・選択

16回 必須

授業時間 単位数（時間数） 授業担当者

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・プレゼンテーショ
ン実習

デザイン・ICT

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

ICT振り返りと実践

LPデザイン制作

［今回の到達目標］

ICTで学んだ技術を理解しデザインへと反映させる。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

マーケティングデータ基づいたデザインにつ

いて

①視点について

　エンドユーザー、デザイナー、構成

②分析について

　SWOT分析、5W2H

③デザインについて

　構成、手書きラフ、Photoshop

④スケジュールについて

　コンバージョンを意識し時間管理

ーー

実際にLP制作へと進んだ

案件：LP＞EC

クライアント：グランプラス

https://www.grandplace-

shop.jp/shopdetail/000000000263/

商材：グランプラスセレクションギフト

ザクラシック　3段

視点の切り替え

［受講者へのアドバイス等］



 

 

 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 実習 13

回数 必須・選択

16回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ICT、デザインで学んだ技術をWEB上で公開。プレゼン発表を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

WEBサイト構築

WEBサイトとは、ドメイン、サーバー概念

ーー

WPやWIXの特徴概念説明

WIXアカウント作成

ーー

グランプラスLPをWIXで実装する場合、ス

ライスを行う。

スライステクニック及びアップロード概念を

レクチャー

サーバー、ドメインの概念

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

WEBサイト構築

PORTFOLIOサイト制作

プレゼン発表		

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

2022年度 実習 14

回数 必須・選択

16回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ICT、デザインで学んだ技術をWEB上で公開。プレゼン発表を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

ポートフォリオサイトもしくは会社サイト構

築について

①参考サイト

②分析/情報整理、マーケティング分析、参

考サイト構成

③手書きラフ、ワイヤーフレーム、素材集め

④Photoshopレイアウト、デザイン構築

⑤WIXで実装

クラウドサービスについて

WIX

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

WEBサイト構築

PORTFOLIOサイト制作

プレゼン発表		

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

2022年度 実習 15

回数 必須・選択

16回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ICT、デザインで学んだ技術をWEB上で公開。プレゼン発表を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

PORTFOLIOサイト制作

ーー

WIXを用いて作品制作

①参考サイト

②分析/情報整理、マーケティング分析、参

考サイト構成

③手書きラフ、ワイヤーフレーム、素材集め

④Photoshopレイアウト、デザイン構築

⑤WIXで実装

ポートフォリオサイト

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

WEBサイト構築

PORTFOLIOサイト制作

プレゼン発表		

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

2022年度 実習 16

回数 必須・選択

16回 必須

［受講者へのアドバイス等］

ICT、デザインで学んだ技術をWEB上で公開。プレゼン発表を行う。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

プレゼン資料作成

ーー

各種デザインのブラシュアップ

便利な機能＞キャンバなど

ーー

プレゼン発表

プレゼン資料作成

［使用教材等］

90分 24H 上野リサ

［今回のテーマ］

WEBサイト構築

PORTFOLIOサイト制作

プレゼン発表		

［今回の到達目標］

コマシラバス

科目名 学科/学年

Webデザイン・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

2022年度

回数 必須・選択

4回 選択

回

1

2

3

4

授　業　の　概　要

自己分析と自己PRから今後のキャリア形成を考える
応募書類の重要性と作成時の留意点を学ぶ
面接における応対の心構え等を客観的に考える
他者との意見交流を今後の就職選択時に活かす

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

科　目　名 学科／学年 授業形態

就職支援 デザイン・ICT 講義

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
キャリア・プラン作成補助シート/求職者用・
ジョブカード準様式
　
ハローワーク資料
応募書類の作り方・職務経歴書の作り方

・今後の働き方や自身のキャリア形成を考え、就職活動に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。
・就職や転職における面接など意思決定場面を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

面接対策 面接時のポイント等考え他者と意見交流を行う

自己分析を行い自己ＰＲを考える
キャリア・プラン作成補助シート等を作成し、
自己分析し自己PRを考える

応募書類作成について 応募書類の大切さや作成時の留意点を学ぶ

就職活動について
就職活動における基礎的心構えや立ち居振る舞いを考え
る

その他



 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 講義 1

回数 必須・選択

4回 選択

社会人基礎力について

自分の価値観・強み・弱み他

自己開示する意味

客観的な自己PR

社会人基礎力とエンプロイアビリティ

価値観のとらえ

ジョハリの窓（自己開示と可能性等）

自己PR（主観と客観）

［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

キャリア・プラン作成補助シート/求職者用・ジョブカード準様式

[受講者へのアドバイス等]

・自己分析ツールやシートを行う際、直感的に選択するようアドバイス。

・自己開示の意味や主観と客観による考え方など、自己理解のすすめ方について助言。

［今回のテーマ］

自己分析してみよう

［今回の到達目標］

各シートより自己分析を体験し、客観的に自己を見つめ自己PRを考える。

［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 6H 増田弘美

コマシラバス

科目名 学科/学年

就職支援 デザイン・ICT



 
 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 講義 2

回数 必須・選択

4回 選択

授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］

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）

コマシラバス

［使用教材等］

ハローワーク

・応募書類の作り方

・職務経歴書の作り方

［受講者へのアドバイス等］

・応募先に好印象を与える応募書類の作り方(相手目線と読みやすさ)を考える。

・職務経歴書の作り方を教材から考える。(編年型・逆編年型・キャリア式・その他）

・送付状・封筒の準備や入れ方等について知ること。

［今回の到達目標］

就職活動・転職時に必要な準備の中で、応募書類の作成の重要性を知り、作成時の留意点を学

ぶ。今後のキャリア形成に活かす。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・履歴書の作成時の留意点を学ぶ

・職務経歴書の作成について書き方を学ぶ

・面接前の審査書類としての応募書類。

・基本的な書き方の留意点とレイアウト等。

応募書類の作成について、作成時の留意点を学ぶ。



 

 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 講義 3

回数 必須・選択

4回 選択

授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］

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）

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］

・数秒で決まるといわれる第一印象を第三者目線で準備する大切さを考えよう。

・他者目線で見た立ち居振る舞いの印象を述べ合い、客観的に自分を捉える視点をもとう。

・ビジネスマナーの大切さを知り、今後に活かそう。

［今回の到達目標］

・第一印象の大切さについて理解する。

・就職活動における立ち居振る舞いの基本について理解し、今後に活かす。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・第一印象の大切さ(メラビアンの法則等）

・立ち居振る舞いの基本

・外見・態度・言葉遣い・話しの内容

・立ち方・お辞儀・目線の置き方・ドアの開閉

・客観的に自分を意識して見ることの大切さ等

就職活動における基本的心構えや立ち居振る舞いを考える。



 

 

年度/時期 授業形態 回数

2022年度 講義 4

回数 必須・選択

4回 選択

授業担当者

90分 6H 増田弘美

［今回のテーマ］

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）

コマシラバス

［使用教材等］

・質疑応答集(穴吹カレッジ）

・メモ用紙など

［受講者へのアドバイス等］

・主観と客観バランスや自立と自律の意味を考え、自己理解やストレス対策に活かそう。

・短時間の面接時で自分の意思を伝える効果的方法等(主張→根拠・結論→経緯）を考える。

・想定される面接時における自分の課題を明確化し事前準備をすることの大切さを助言。

・転職など、様々な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

自己キャリア形成を考える参考に解説。

［今回の到達目標］

・面接を想定し、質疑応答など今後の就職活動におけるのヒントを得る。

・社会で働く自分の課題や目標について、自分なりの意見を持ちキャリア形成を考える。

［今回の学習内容］ ［キーワード］

・質疑応答集を読み合わせ、実際の面接を

　想定した自身の意見を考える。

・自由討議により意見交流を行う。

・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。

・主観と客観/自立と自律。

・多様な価値観を有す社会の中の自分。

・面接時における言葉の選び方や印象の違い。

・相手に伝える方法や心構えのポイント等を

　考え、他者の経験や意見を交流して学び

　合う。

・面接対策について


