
創造社デザイン専門学校
学校自己評価報告書

　　　　　　　　　　（平成26年度）

基準日：平成27年３月31日

平成27年6月

学校法人　創造社学園

創造社デザイン専門学校　学校自己評価報告について

はじめに

複雑化しつづける世の中の変化に合わせ、学校に求められることは変化してきます。　
この変化に対応しいく為に、即時性を高めるオンデマンドでシームレスな取り組みで
実施すること又、ニーズ・シーズ把握のみならず、学識・知見の有識者により先見的
なテーマを先取りし、それらを学校運営や教科課程に落し込み、その実践によって得
る客観的な評価をフィードバックする好循環型のシステムを確立することが重要で
す。

　この様なサイクルを循環させ、事務・業務の効率的な標準化による教育サービスの
品質向上、及び均質性を担保すること、並びに継続的な教育サービスの開発に資する
ことを目的として学校自己評価を実施しております。　又、ISO29990認証基準に基づ
き、業務のPDCAを回し、継続的な取り組みとして進めております。

　今回の学校自己評価を一般に公開することで、学園が更に取り組むことを内外に問
う体制を図り、社会的責任を果たすと共に、学校の品質向上に努めてまいりたいと考
えています。
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1.	 学校の教育目標

創造社デザイン専門学校の特色は、専門学校のみならず大学を含め多くの専門高等教
育機関は、専門的な知識・技術の教授を第一の教育目標に掲げています。 

創造社デザイン専門学校では、学科・専攻・コースの各レベルに区分した それぞれに
必要とされる専門的な知識・技術を、短期集中型授業や工房指導をはじめとする綿密
に練り上げた独自の教科課程により実施していますが、創造社の特徴はそれにとどま
らず、他校に類例を見ない目標を掲げています。

それは、専門的な知識・技術をベースに、"問題を解決する能力"（今年度は特にクリ
ティンカルシンキングにクライテリアを置き）を身に付けてもらうことが、その一つ
です。 一つのテーマ（問題）を多角的な角度から分類、分析し提案する能力のことで
あり、他の人と違う個性的な提案（プレゼンテーション）ができる人材を育成するこ
とを大きな教育目標にしています。
　又、白紙の状態で何をなし、何が求められているかを考える能力、"課題を設定する
能力
"を育てること、そしてデザイン力で豊かで潤いのある社会を実現したいと思う意志
（志し）の養成も、創造社にとって重要な教育目標としています。

2.	 本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画

(1)平成25年度の重点目標

　①　学校活動の「見える化」を中核に置き各事業に取り組む。
　 　 学校の取り組みを”見える化”することで、学校運営の①問題の早期発見と解
決、②
　 　情報の公開により改善の活発化、③問題の顕在化により再発防止に加え、これら
によ
　 　って得られる情報から取り組むべきテーマの発見とそのテーマを解決する具体的
な活
　 　動目標・解決策を出していくことで学校の教育、運営基盤を高めていくことを目
的と
　　しています。

　②　学校運営の品質向上に取り組む。
　 　事務・業務の効率的な標準化による教育サービスの品質向上、及び均質性を担保
する
　 　 こと、並びに継続的な教育サービスの開発に資することを目的としたISO29990認
証取



　 　得に伴い、そのISOの基準に基づきPDCAサイクルを軸とした学校の運営改革・改善
を
行っていきます。

　③　産学連携を軸に教育改革、進路支援の高機能化に取り組む
　 　産学連携活動を軸に、その活動で得られる情報や課題を教科課程の編成にフィー
ドバ
　　ックし、教育力の向上を図るとともに進路指導の高機能化に取り組みます。
　　（職業実践専門課程への要件を満たす運営）

(2)　主な事業内容

１）学生募集関連　
　STEP1：母集団
　①　募集新規層の開拓･･･ファンを持つデザイナーとブログリンク・セミナーの開催
　②　特徴の見える化　 ･･･　 SNSの活用や動画でリアルな情報（授業等）のネット配
信
　③　プレゼン力の向上　･･･　専攻別の特徴の情報発信するページの充実化
　STEP2:来校
　①　準来校者の軽量化…資料請求者と来校者の間に属性を設け増員を目指す
　②　プレゼン力のUP…公式サイトに専攻別情報発信ページを作成。
　 ③　 学内情報共有…相互協力体制の構造の一環として学内情報の縦覧、掲載ｼｽﾃﾑ導
入
　STEP3：出願
　①　志願者の自己解決促進：自身で学費をシュミレートするシステムをWEBで公開
　②　キャンペーン：奨学給付金制度等の拡充
　③　学費支援：学園独自の学資貸付制度の新設等

２）教育支援事業関連　
　①　専門課程（多専攻化）改革再編　･･･他校教育の違いを明確にする教科課程の改
定
　 ②　 工房の活性化・多機能化　 ･･･　 素材・加工などの職人的技能、周辺技術の向
上、自

主制作活動の支援
　 ③　 産学接続デュアルコースを基軸とした第三者評価による教育改革の為の運営と
維
　　　持のシステムの構築（企業実習に伴う企業評価を教科課程へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）
　 ④　 国際競争力向上を目的とした国際コースのリニューアル、及びその留学支援
（WEB）
　　　機能の構築	 
　
３）進路支援事業
　 ①　 キャリアコンサルトの組織化・専門化による多様な支援ニーズに対応する運営
体制
　　　への強化
　 ②　 ステークホルダーの課題共有を目的とした誰にでも進路支援の見える化の取り
組み
　 ③　 求人ニーズ・求職ニーズの適正なマッチング目的とする、求職活動のシミュ
レーシ
　　ョン化及びトライアンドエラーの容易化（反復）
　 ④インタラクティブ性とオンデマンド性を備えたWEB（就職支援サイトの切替、SNS
の拡充等）をインフラとした進路支援

４）品質向上事業　　
　①　ISO299990基準に基づく品質管理とPDCAサイクル運用
　　　（必要な業務の選別）

５）学生支援事業
　 ①　 経済的な理由により修学が困難な志願者を対象とした学園独自の奨学制度の整
備
　②　志願者自身が学資の過不足をシミュレートできるシステムをWEB上で公開する

3.	 評価項目の達成及び取組状況

（１）教育理念・目標



評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

１ 理念・目的・育成人材像は定められているか
（専門分野の特性が明確になっているか）

４　　３　　２　　１

２ 学校における職業教育の特色は何か ４　　３　　２　　１

３
社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想
を
抱いているか

４　　３　　２　　１

４
学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構
想な
どが学生・保護者等に周知されているか

４　　３　　２　　１

５
各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対
応す
る業界のニーズに向けて方向づけられているか

４　　３　　２　　１

　
■課題
　①	 評価項目２において就職実績企業より学校全体としてのデザイン基本力・表現技
　 　術に関して評価を頂いているが、専攻分野での特徴化した強みを明確にしていく
必
　　要がある。

　②	 評価項目４において、学生には履修の手引（目的・育成人材像・課程・各学科・
専攻・
　 　 　コース等の目的）を配布し、学期始期オリエンテーションでのインフォームド
コン
　　　セントを行っててる。　又、保護者へは、学校案内書・ホームページ等で学校
の理

念・目的・育成人材像・特色は明示しているが、学校の将来構想などが明示で
きて

いない。

　■今後の改善方策
　①　課程・学科・専攻・コース各々の育成人材像、創造性を発揮させる視点、コア
　　　コンピタンスを完結に明示する。

　 ②　 ホームページ・学校案内書等上で学校の特徴を明確に示すほか、学校の将来構
想等
　　　も含め進める。
　
　③　本校の将来構想も積極的に公開していく。

　■特記事項
　①	 評価項目５において、産学接続デュアルコース（企業実習）、授業等での産学連
携
　 　の取り組みなど、その実践においての客観的な評価をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、教科課程に
反
　　映させることを体系的に取り組む。

（２）学校運営

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

１ 目的等に沿った運営方針が策定されているか ４　　３　　２　　１
２ 運営方針に沿った事業計画が策定されている ４　　３　　２　　１

３
運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化
されているか、有効に機能しているか

４　　３　　２　　１

４ 人事、給与に関する規程等は整備されているか ４　　３　　２　　１

５
教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整
備されているか　　

４　　３　　２　　１

６
業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が
整備されているか

４　　３　　２　　１



７
教育活動等に関する情報公開が適切になされている
か

４　　３　　２　　１

８
情報システム化等による業務の効率化が図られてい
るか

４　　３　　２　　１

■	 課題
①　評価項目２において、策定した事業計画を進めていく上で、発生する問題等の
　是正措置や対応策が遅い。（PDCAサイクルをまわしているが不文律がある）

②　 評価項目７において、学校が伝えたい情報よりになっていなか。外部が知りた
い
　情報を調査し、その情報（リアル感）を反映させる必要がある

③　 評価項目８において、情報システム化については各部署間で情報共有（学生
ベー
　 スとした学事や進路支援）できるシステムを取り入れているが、教育人材管理、
学
　習指導に効果を上げる情報共有化のシステム強化が必要。

　■	 今後の改善方策
　①　重点事業を行う事業計画に係る運営組織の再編合理化の実施。

　 ②　 教育活動等の情報公開について、学校が伝えたい情報だけではなく、学校の活
動
　　授業・実習講座等）をリアルタイム（WEB映像）に流していく。

　 ③　 ３つの情報共有化（講師間指導情報共有、人材キャリア情報共有、学生・顧
客・　
　　情報共有）による運営の高機能化を進める。

	 	 ■	 特記事項
　①　運営組織の再編合理化の実施
　 　 　 評価項目３・５において、デュアルコースの企業実習先、国際開発、
ISO299990
　 　 　開発等これから必要となる教育開発に効果を出す為にR&Dセンターの設置、進
路
　　　支援指導と運営インフラ開発でより成果を上げるためナビゲーションセンター
　　　の拡充を図った。　又、学校運営の機能別に分別強化するほか、その他部署の
再
　　　編合理化を行った。

（３）教育活動

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1
教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等
が策定されているか

４　　３　　２　　１

2
教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた
学科の修業年限に対応した教育到達レベルや学習
時間の確保は明確にされているか

４　　３　　２　　１

3 学科のカリキュラムは体系的に編成されているか ４　　３　　２　　１

4
実践的な職業教育の視点に立ったカリュキュラム
や教育方法の工夫・開発などが実施されているか

４　　３　　２　　１

5
関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連
携により、カリキュラムの作成・見直し等が行わ
れているか

４　　３　　２　　１

6
関連分野における実践的な職業教育（産学連携に
よるインターンシップ、実技・実習等）が体系的
に位置づけられているか

４　　３　　２　　１

7 授業評価の実施･評価体制はあるか ４　　３　　２　　１



8
職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入
れているか

４　　３　　２　　１

9
成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明
確になっているか

４　　３　　２　　１

10
人材育成目標の達成に向け授業を行うことができ
る要件を備えた教員を確保しているか

４　　３　　２　　１

11
関連分野における業界等との連携において優れた
教員（本務・兼務含む）を確保するなどマネジメ
ントが行われているか

４　　３　　２　　１

12
関連分野における先端的な知識・技能等を修得す
るための研修や教員の指導力育成など資質向上の
ための取組が行われているか

４　　３　　２　　１

13 職員の能力開発のための研修等が行われているか ４　　３　　２　　１

■　課題
①　 評価項目12において、教員の３つの軸（コンピタンシー研修・OJT・OFF-JT）
と
　 した研修を体系的に行っているが、社会と共に変化するデザイン領域の変化に対
応
　 した指導力やデザイン関連領域の幅を広げる為に、外部の関連団体・企業等の連
携
による研修の拡充の必要がある。

②　 評価項目13において、職員研修はまだ不十分である。新人研修や専門領域に必
要
な外部主催研修等の受講は積極的に行っているが、自己のキャリアアップの為の

研
修を拡充し、学校運営の質・スピード向上させるとともに、改善策を提案できる

コ
ンピタンシーを育成していく必要がある。

　■　今後の改善方策

　 ①　 デザイン領域の拡大やデザイン以外の知識、技術、技能を取り入れた研修を新
た
　　に追加し実施する。

　②　PDCAサイクルを推進し、その運用を評価する委員会を設置し、その評価に基づ　
　 　く改善（計画と対策の打ち出し）、その運用に必要となる職員のコンピタンシー
の
　　別の研修を体系的につくり実施する。

　■　特記事項
　 　①　課程・学科・専攻・コース毎に、より明確な教育方針と指導方針を抽象的な
表
　　　現を省き明確に打ち出し、学校・教員・学生が共有とインフォームドコンセン
ト
　　　重点的に実施。

（４）学修成果

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１



１ 就職率の向上が図られているか ４　　３　　２　　１

２ 退学率の低減が図られているか ４　　３　　２　　１

３
卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握して
いるか

４　　３　　２　　１

４
卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育
活動の改善に活用されているか。

４　　３　　２　　１

■	 課題
　 ①　 評価項目３において、進路支援担当によるヒヤリング（求人票よりﾆｰｽﾞ調査・
企

　 　業アンケート）や年度末に、就業率、就職先を分析し、次年度への就業支援方針
の内
　　容に反映させているが、体系的な分析となっていない。

　 ②　 評価項目４において、キャリア形成への効果を把握して教育活動（就業支援方
針策
　 　定・シラバス設計要求事項）に反映させているが、より明確な効果測定を行う必
要が
　　ある。

　■	 今後の改善方策
　 ①　 評価項目３・４の対策として、体系的な分析と反映に有効となる効果測定の為
に　　
　　ヒヤリングやアンケート及びモニタリング等の実施の仕方について、トレードオ
　　フ・ベンチマークなどの視点を含め実施する。

　■特記事項

　 平成25年度実績より以下のニーズ調査・分析結果をまとめ「ニーズ・人材白書」策
定す
　る。
　【１】ニーズ・動向調査
　　①　志願者・保護者ニーズ
　　②　業界ニーズ
　【２】学識・知見（外部知見者・学識者の意見）
　　①　新しい産業動向や業界における人材の専門性
　　②　新たに必要となる実務に関する知識・技術・技能
　　③　上記(1)(2)に相応しい授業科目の開設、授業内容・方法の改善・工夫
　　④　その他、社会・経済・産業・労働・技術革新など教育のファンダメンタルズ
　【３】学校評価（自己評価と学校関係者評価）

（５）学生支援

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1 進路・就職に関する支援体制は整備されているか ４　　３　　２　　１

2 学生相談に関する体制は整備されているか ４　　３　　２　　１

3
学生の経済的側面に対する支援体制は整備されてい
るか

４　　３　　２　　１

4 学生の健康管理を担う組織体制はあるか ４　　３　　２　　１

5 課外活動に対する支援体制は整備されているか ４　　３　　２　　１

6 学生の生活環境への支援は行われているか ４　　３　　２　　１

7 保護者と適切に連携しているか ４　　３　　２　　１

8 卒業生への支援体制はあるか ４　　３　　２　　１

9
社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されてい
るか

４　　３　　２　　１

10
関連分野における業界との連携による卒後の再教育
プログラム等を行っているか

４　　３　　２　　１

1
1
社会ニーズを踏まえた教育環境が整備されているか ４　　３　　２　　１

■	 課題
①　 評価項目２において、メンタルヘルスに関して、スクールカウンセラーを配
置、健



　 康管理情報について感染症の流行その他について、必要に応じて学内掲示板でお
知ら
　せしています。又、自己の健康管理のため、定期健康診断を毎年1回、実施してい
ます
　がスポーツ等の健康増進支援は行っていない。

②　評価項目６において、指定寮の斡旋は行っているが学生寮はない。

③　 評価項目７において、成績・出席不良者、又は疾病・障害等を持つ学生の保護
者
　 との連携（情報共有）は行っているがその他学生の保護者との連携は、お知らせ
等
　の通知で終わっている。

④　 評価項目８において、「就職保証」卒業後の三ヵ年に限り、就職や進路変更な
ど
　 在学生への就職支援と同等な支援体制は整備しているが、卒業後の学習（再教
育）
　についてのサポート体制について整備する必要がある。

　■	 今後の改善方策
　 ①　 保護者との連携については、積極的に学校のホームページを活用して、情報の
見
　　える化を進め、WEB・メールでの相談窓口等の周知し連携を図る。

　 ②　 卒業の学習（再教育）については、「卒業生対象相談窓口」を設置する他、卒
業
　　後3ヶ月程度、卒業後１年～３年別にキャリアアップ講座を設定し案内する。
　　又、卒業後10年を見据えたキャリアプログラムを開発する必要がある。

　■	 特記事項
　①　卒業後も本校の「求人・求職サイト・Job	 Ondemand」を利用し、求職・応募が
　　行える。
　②　入学時における特待制度（AO、早期出願者割引等）や日本学生支援機構の奨学
金
　　体制を整えている。

（６）教育環境

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1
施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよ
う整備されているか

４　　３　　２　　１

2
学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等
について十分な教育体制を整備しているか

４　　３　　２　　１

3 防災に対する体制は整備されているか ４　　３　　２　　１

■	 課題
①　 評価項目２において、産学接続デュアルコースの企業実習先の数は確保してい
る
　 が、学生のデュアルコース履修増に伴い、学生のニーズに基づく多様なデザイン
の
職種・取り扱うデザインの事業内容を行っている企業実習受け入れ先の拡充を図

る
必要がある。（コースのみ魅力up）

　 　又、国際留学の受け入れ先である海外学校との提携数（現状３校）の拡充を図る
必
　　要がある。　

　■　今後の改善方策
　 ①　 現状の企業実習先・海外提携校を顕在化させることによって得られる情報から
取
　 　り組むべき解決する具体的な活動目標・解決策を出していくこと。又、コースの



中途
脱落者を減らす策も必要。

　■　特記事項
　　特に無し

（７）学生の受け入れ募集

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1 学生募集活動は、適正に行われているか ４　　３　　２　　１

2
学生募集活動において、教育成果は正確に伝えら
れているか

４　　３　　２　　１

3 学生学納金は妥当なものとなっているか ４　　３　　２　　１

■　課題
①　 学校説明会では、入学志願者の参考になる情報提供という観点から、教務・就
職・

実習センターなど各職掌の担当職員が直接説明に当たり、新しい情報を伝えて
い

ますが、学校側が伝えたい情報がベースになっているので、デザインを目指す
志

願者や関連者への欲しい情報ニーズを捉え、その情報を伝える必要がある。

　■　今後の改善方策
　①　デザインを目指す志願者層の欲しい情報ニーズの体系的な分析と反映に有効と
　 　 なるの調査の方法として、ヒヤリングやアンケート等にトレードオフ・ベンチ
マー
　　クなどの視点を含め実施し、その分析に伴う情報提供を行う。

　■　特記事項

①　学生募集活動は、適正に行われているか
学生募集活動において、その出稿内容や説明表現については、担当する企画広
報室が真実性、明瞭性、法令遵守等について十分な配慮を行うとともに、入学
志願者に必要な判断材料が提供できるように努めています。ウェブサイトで
は、情報の即時性が高いソーシャルメディアを用いて、新たな情報を発信でき
るように努めています。

②　学生募集において教育成果は適正に伝えられているか
就職実績や公募展入賞等の教育成果は、学校パンフレット等に掲載するほか、
適宜ウェブサイトで公表しています。学校説明会では、入学志願者の参考にな
る情報提供という観点から、教務・就職・実習センターなど各職掌の担当職員
が直接説明に当たり、正確で新しい情報を伝えています。

③　入学選考は、適正かつ公正な基準に基づき行われているか
入学選考はすべて募集要項に定められた日程と方法により適正に実施してい　
ます。選考基準は入学願書に記載された入学志望動機、調査書・成績証明書の
内容などにより、本校教育内容への理解、将来目標、熱意を主眼に判定してい
ます。ＡＯ入学では募集要項に表明するアドミッションポリシーが基本的な選
考基準となります。
なお、ＡＯ合格者を対象に入学迄の一定期間、本校での学習を円滑に開始でき
る機会とするために「入学前準備学習」の受講を推奨しています。

④　学納金は妥当なものとなっているか
社会経済状況、学費の家計負担軽減を考慮・検討して毎年見直しを行ってい
ます。関西エリア同分野校の学費状況のほか、東京都専修学校各種学校協会
の専門学校学費データを参考に比較すると、本校学費は他校平均を下回る水
準となっており、妥当性は高いと判断されます。 また独自の奨学支援制度
（入学金免除及び学費一部免除）を運営して普及に努めています。

（８）財務

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１



1
中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえる
か

４　　３　　２　　１

2
予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっている
か

４　　３　　２　　１

3 財務について会計監査が適正に行われているか ４　　３　　２　　１

4 財務情報公開の体制整備はできているか ４　　３　　２　　１

■　課題
　なし
　■　今後の改善方策
　　なし
　■　特記事項
　　財務情報公開をWEB上で公開しています。

（９）法令等の遵守

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1
法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営が
なされているか

４　　３　　２　　１

2
個人情報に関し、その保護のための対策がとられ
ているか

４　　３　　２　　１

3 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ４　　３　　２　　１

4 自己評価結果を公開しているか ４　　３　　２　　１

■	 課題
　　なし

　■	 今後の改善方策

　　なし

　■	 特記事項
　　自己評価のガイドライン（文部科学省）に基づき実施

（１０）社会貢献・地域貢献

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1
学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢
献を行っているか

４　　３　　２　　１

2
地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等
を含む）の受託等を積極的に実施しているか

４　　３　　２　　１

■	 課題
　なし

　■	 今後の改善方策
　　今後も社会貢献・地域貢献を積極的に行う。

　■	 特記事項
　 　社会貢献事業として、本年度は、複数のプロジェクトに取組み、それぞれの目的
に
　　役立つデザイン提案・制作を実施し成果を挙げました。

①　大阪市保健所　感染症対策課との企業コラボレーション事業
　 　 実施期間5月・11月（年2回実施）、一般社会人向け（5月）、青少年向け（11
月）「エ
　　イズ予防啓発ポスター」の採用。 大阪府の区役所、駅掲示板約1000枚及び大阪市
内



の小・中学校と各大阪市内の保健所で掲示されました。

②　大阪日日新聞主催　日日新聞掲載まちがいさがし掲載
　 　 実施期間：7月～9月　 大阪日日新聞で掲載されているまちがいさがしに7週連続
で掲載されました。

③　カクテルホイップ主催　子供達と一緒にでっかい絵を描こう
　 　 実施期間：8月　 子供達約30人と一緒に模造紙や大きなロール紙に絵を描きまし
た。
　　カクテルホイップとは2年連続で実施しました。

④ （財）大阪府タウン管理財団主催　 LinKool りんくう にぎわいフェスタ2014 参　
加
　 　 実施期間：9月　 アニメ、マンガ、ゲーム、特撮などのポップカルチャーをはじ
め、日本の魅力を楽しみ味わえる発信拠点とすることをコンセプトとした「クー
ルジャパンフロントのまちづくり」を推進するため、またりんくうタウンのブラ
ンド力の更なる向上を目的に開催。 専門学校ごとに作品の展示ブースが設けられ
作品の展示を行いました。

⑤　インテリアデザイナー・野井成正氏　
　　インターコンチネンタルホテル　オープニングパフォーマンス
　 　実施期間：10月　オープニングパフォーマンスとして、ホテルのエレベーター前
に約　
　　4時間かけてアート作品を設営しました。

⑥　小野シャンブル株式会社主催　企業課題　ドレッサー提案
実施期間：10月　プロダクト専攻科目「プロダクト加工計画演習」課題
素材の種類や加工方法などクライアントの要望を理解してコンセプトから詳細デ
ザイン、デザインの検証、ブラッシュアップまで行い、 終的にプレゼンテー
ションを実施。商品化へ進めることとなった。

⑦　株式会社登プリント社主催　オリジナルポストカードコンペ
　 　実施期間：10月　株式会社登プリント社様主催の学内コンペ。採用された学生は

同社
が運営している、ショップ「イロドリ」で実際に販売されました。

⑧　積水ハウス主催　新梅田シティ・アートツリー　イベント
　 　実施期間：11月　新梅田シティに設置するクリスマスツリーの提案。クラスでプ
レゼ
ンを行い、 も評価の高かった作品を作成・設置しました。

⑨　ATC主催　「ATCクリスマス2014」　ウミエール広場クリスマスディスプレイ
実施期間：12月　 大阪南港の商業施設ATCウミエール広場に学生コラボレーショ
ン企画として「ATCクリスマス２０１４」の設置。 イルミネーションのディスプ
レイを行いました。在同社で実用化の検討中です。

（１１）国際交流

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、

やや不適切…２、不適切…１

1
留学生の受入れ・派遣について戦略を持って国際
交流を行っているか

４　　３　　２　　１

2
学習成果が国内外で評価される取組を行っている
か

４　　３　　２　　１

3 学内で適切な体制が整備されているか ４　　３　　２　　１

■　課題
　今後、留学生が増えてくることが想定され、その受入れ体制
　■　今後の改善方策
　　留学生対応する運営体制の確立

　■　特記事項
　①　平成27年度に向けて、海外の留学生・本校の留学生を対象としたワンストップ
　　型の留学生の為の担任制のカウ率。

②国際学生ワークショップの開催



実施期間：7月～8月　参加海外学生　４カ国１７名　
2013年度テーマ：「一坪の空間／清涼感・癒し・憩いの場」
（堺の伝統工芸《注染》のデザイン提案）
夏の2週間余、海外の姉妹･提携校を中心に世界各国でデザインを学ぶ学生が
創造社に集い、共通テーマに共同で取り組みデザインを競います。 異なる文
化を背景としたさまざまなデザイン解決手法を学ぶことを目的として、1993
年から開催しており、学生にとっては国際感覚を学ぶよい機会となっていま

す。

4.	 学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果

平成26年度は、３つの目標《学校活動の「見える化」を中核に置き各事業に取り組

む》《学校運営の品質向上に取り組む》《産学連携を軸に教育改革、進路支援の高機

能化に取り組む》を軸に各事業を行ってまいりました。

目標に対しての各事業計画の遂行や自己評価項目については概ね良好であるが、単年

度に終わるのではなく継続的に取り組むことが重要であり、PDCAサイクルをまわし絶

えず改善策を打ち出しながら教育力、品質の向上を目指していきます。

(1)　 次年度に向けて、当年度目標の継続とその改善として、以下の方針を軸に取り

組

　んでいく。

①	 専門教育機関としてのポジショニング確立　･･･　市場浸透

　デザイン教育のリーディング校を目指します。　専門知識・技能と人間的魅力（挑

むこ

　とを楽しむ人）を兼ね備えた職業人を養成し、ステークホルダーから評価を獲得し

て

　いきます。　また、産学連携を通じて教育の高度化・専門化に対応する。

②　新学科・専攻等の拡張推進　･･･　新商品開発

　産学連携強化を通じた職業能力再教育プログラムを拡充します。　学校の未来を担

う事

　 業の位置づけで、未来を担うデザイナー人材、社会人再教育プログラムの新規開

発、そ

の需要に即応できる運営体制を整備する。

③　学習サービスのマネジメントと確実運営　･･･　多角化

　社会の変化や人材ニーズと学生の期待や希望を把握しながら、専門的な学習サービ

スを

　提供できる外部産業界等との連携による教科課程編成づくりの仕組みを確立する。　

　 又、学習サービスに要求される教育の品質管理（ISO29990認証取得・自己評価・学

校関

　係者評価等を有機的に結ぶ組織づくりと運営体制整備）を徹底します。
(2)　平成26年度　事業成果として

《職業意識の醸成を目的とした事業の実施事項》　
　
①　ナビワークショップ  ―  就職率向上への取組み
本年度の就職率は、86％となりました。 昨年と同様にデザイン関連就業率は



76％になっています。　 これら就職率向上の実現に向けて、昨年に続き「ナビ
ワークショップ・クラス担任制」の強化、外部評価の積極的取り入れによる進路
指導へのフィードバックの強化、及び個人別キャリアカウンセリングの強化など
を継続的に実施して成果を上げています。 
②「産学接続デュアルコース」の充実
スタートから３年目に入った企業実習プログラム「産学接続デュアルコース」
は、入学者が４１名（昨年30名）に増加しました。 通常の教育課程での学びに
加えて、学生の学習を社会とつなげるため、企業で行う実務研修（年間140時
間）を組み込んだ特別コースにより、本校との連携企業数の増加と、実習受講者
の積極的な求職応募数の増加に繋げています。

③キャリアカウンセリングの強化
学生の就業目的に適切に応えられるキャリアカウンセラーを選択できるようにす
るため、多様な専門的キャリアカウンセラーを増員して、自己分析、模擬面接、
メンタルトレーニングなどを効果的に指導し就職活動を後押した結果、高い就職
率の維持に繋がりました。後押した結果、高い就職率の維持に繋がりました。

《職業教育力の発揮を目的とした事業の実施》　

①　平成26年3月に認定となった「職業実践専門課程(4学科)」が「専門実践教育訓
練給付金」指定講座として厚生労働大臣の認定を受けました。　 これらの認
定に加え社会人の再教育として今後も教育開発を行っていきます。 なお、平
成27年度から「専門実践教育訓練給付金」を受ける学生(18人)が学んでいます

　

②　社会貢献・産学協同事業  
「職業教育力の発揮」を目的に、外部企業とコラボレーションによる企画・実施
を行っています。 学生の学習を社会とつなぐことで成果のレベルや意欲の向
上を図るとともに、社会・地域への貢献につながると身をもって自覚できるよ
う積極的に取組んでいます。 多くのプロジェクトに取組み、それぞれの目的
に役立つデザイン提案・制作を実施し成果を挙げました。

《教育環境の向上を目的とした事業の実施事項》　

①「ISO29990」認証を、多くの他校に先駆けて取得しました（平成26年2月）。
1年目のISO29990の諸活動は、学習サービス業務の「PDCA、見える化」の強化
を図り、学習サービスの質向上と継続的な改善、及び信頼性向上に努めました。

②　多様なカウンセリングの実施 
昨年度までは、「スクールカウンセラー」によるカウンセリング（月1回）の実施
であったが、各種専門的なカウンセラーを増員して、毎週定期的に悩み相談から
メンタルに至る多様なカウンセリングができる体制を整えました。 カウンセリン
グによってメンタル的な改善や、進級率向上に着実な成果を上げています

以上


