
 

会 議 議 事 録 

 

事業名 平成 29 年度 第 1回 教育課程編成委員会 

学校名 学校法人 新潟総合学院 新潟デザイン専門学校 

 

会 議 名 第 1回教育課程編成委員会会議 

開 催 日 時 平成 29 年 3月 10日（金）  17:00 ～ 19:00 

会 場 ホテル イタリア軒 ５階トリノ 新潟県新潟市中央区西堀通７番町１５７４ 

出席者 髙田 哲雄（文教大学 教授） 

新保 悟（ジャムルクルー株式会社 代表取締役社長） 

齋藤 秀一（NPO 法人 アジアクラフトリンク 理事長） 

明間 芳規（株式会社アイ・シー・オープロモーション 代表取締役社長） 

白井 剛暁（DESIGN DESIGN 代表） 

浅野 勝利（株式会社 TOO） 

倉元 峰明（株式会社 地域ブランドキャラクターラボ） 

加藤 一人（新潟デザイン専門学校学校長） 

齋藤 佳彦（事務局長） 

畑野 裕美（教務部長／デジタルデザイン科学科長） 

永井 啓司（写真デザイン科学科長） 

吉富 克弥（雑貨ジュエリー・デザイン科学科長） 

田中 圭（グラフィックデザイン科学科長） 

宝福 大志（キャラクターイラストデザイン科／イラストレーション科学科長） 

平出 恭子（美術・工芸デザイン科学科長）           （出席者 15名） 

欠席者 渡辺 淳一郎（株式会社アイディ・東和 取締役営業部長）（欠席者１名） 

会議内容 （１）学校長挨拶  

学校長:加藤より職業実践専門課程について及び教育課程編成委員会設置につ

いての趣旨説明・役割の重要性についてなどを話し、開会挨拶とした。 

（２）本日の出席者紹介 

学校長より本校委員が紹介された。 

企業等委員より自己紹介が行われた。 

（３）本校の現状報告 

教務部長畑野より学校方針/教育目標/教育実績/運営報告等の説明がされた。 

（４）新規申請学科の説明 

学校長加藤より新規申請学科(キャラクターイラストデザイン科)の説明を行っ

た。キャラクターイラストデザイン科学科長：宝福、産学連携を中心に現状報

告された。 

（５）本校カリキュラム・教育実績報告（コンテスト入賞・進路決定報告・産学連携報

告など）について各学科から前年度実績報告と現行報告がされた。 



 

① デジタルデザイン科（畑野学科長） 

② グラフィックデザイン科（田中学科長） 

③ 雑貨・ジュエリーデザイン科（吉富学科長） 

④ 写真デザイン科（永井学科長） 

⑤ イラストレーション科（宝福学科長） 

⑥ 美術・工芸デザイン科（平出学科長） 

（６）質疑応答・意見 

① デジタルデザイン科 

畑野：コンテストについては、年間の受賞又は入賞目標を学生自身にも立ててもらい、

積極的な参加を促している。受賞はもちろんであるが、応募や参加することの意

義をしっかりと指導し、落選時のフォローもしっかりと行っていく。 

明間：コンペ入賞は良いこと。賞をとると評価され、実力のバロメータが上がるし、実

績になる。様々なコンペに挑戦することで自分にフィットしたものもみつかる。 

② グラフィックデザイン科 

田中：産学連携等での経験が、就職後の成果にもっとつながるように工夫をしたい。 

新保：今のデザイン業界は求められる知識が多い。昔は分業化されていたが、今は企画

から工場指示まで一人でやらなければならないケースも多い。採用後にその会社

ごとのマニュアルで教育していくが、もう少し現場の一通りの知識を持っていて

くれると 4 月の入社スタートからお互いに仕事がスムーズになるように感じる。 
③ 雑貨・ジュエリーデザイン科 

齋藤：日本の物づくりの現場は、海外からも注目をされている。企画を行う際に国内を

ターゲットとするものとグローバルな視点で考えるものとチャレンジをしてみ

てはどうか。 

④ 写真デザイン科 

永井：1 年生も積極的に産学連携に参加をしている。プロのカメラマンと一緒に撮影に

入っている事を意識し、プロ意識で現場対応をできるようになってきた。コンテ

ストへの応募も意識して撮影を行う場面も作るように工夫をした。 

髙田：とても熱心で関心する。学生に任せきりになるのではなく、一緒に考えて捜索す

ることも時には必要である。視点を変え、発送の転換に繋がるようなスローガン

を設けることによって、全体が一つの方向へ向かうことが出来るのではないか。 
⑤ イラストレーション科 

宝福：描くことの楽しさだけではなく、卒業後の就職・進路決定をすることを職員も学

生も一緒に目標にして指導を行うことで、前年度よりも早期内定と進路決定につ

ながった。業界への就職率も上がったので、今後も成果の出た部分は継続をする。 

新保：絵はつくれるが、印刷ができないということがよくある。商品化されるものライ

ンや工程をイメージしたイラスト制作ができると良い様にも思う。 
⑥ 美術工芸デザイン科 

平出：留学を進路に考えている学生もおり、国際交流を上手く学科の授業に活用してい

きたい。 



 

※その他、全学科共通 

・退学者数とその理由、在籍数について等 

・研究課程へ内部進学をした学生数 

・各学年の合同研修→チームコミュニケーションやキャリアデザインの育成 

・社会に出る前の心構えとして就業研修、テーブルマナー実施についての報告 

・学費相談→減少傾向（年間 6家族のみ） 

・コンペ→Aランクコンペの目標数達成 

・ボランティア→佐渡研修にて海岸清掃を実施。 

・中学生の上級学校訪問について 32校受け入れ。338名が来校。 

・国際交流→グアムコースでは現地でチャリティーイベントを実施。売上はすべて 

寄付している。 

・海外へ向けた取り組み 

3月、6月に台湾の 3校と教育提携を結んだ。 

→海外研修では初の台湾コースを追加。NCAD学生が現地の生徒達へ似顔絵の描

き方や日本のモノ作り体験を実施。 

5月、6月にモンセラート学生が 1ヵ月間 NCAD に通学。 

→一緒に制作をしたり食事をするなど、学生と交流。イベントを通して、 

学生も海外へ目を向けるようになっている。 

・コミュニケーション力：合同研修を行い、チーム力や会話力を高める 

きっかけを作った。 

→学科を超えてイベントに取り組む際のコミュニケーションの取り方や、講師

との話し方が改善されているように見える。 

 

（７）次年度の委員会及び次回委員会開催日程(10月中を予定)に関して委員の都合を再 

確認し連絡する事になった。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会 議 議 事 録 

 

事業名 平成 29 年度 第 2回 教育課程編成委員会 

学校名 学校法人 新潟総合学院 新潟デザイン専門学校 

 

会 議 名 第 2回教育課程編成委員会会議 

開 催 日 時 平成 29 年 10月 19日（木）  17:00 ～ 18:30 

会 場 新潟デザイン専門学校 2F 第 2講義室 

出席者 渡辺 淳一郎（株式会社アイディ・東和 取締役営業部長） 

明間 芳規（株式会社アイ・シー・オープロモーション 代表取締役社長） 

白井 剛暁（DESIGN DESIGN 代表） 

浅野 勝利（株式会社 TOO） 

倉元 峰明（株式会社 地域ブランドキャラクターラボ） 

加藤 一人（新潟デザイン専門学校学校長） 

齋藤 佳彦（事務局長） 

畑野 裕美（教務部長／デジタルデザイン科学科長） 

永井 啓司（写真デザイン科学科長） 

吉富 克弥（雑貨ジュエリー・デザイン科学科長） 

田中 圭（グラフィックデザイン科学科長） 

宝福 大志（キャラクターイラストデザイン科／イラストレーション科学科長） 

平出 恭子（美術・工芸デザイン科学科長）            

（出席者 13名） 

欠席者 髙田 哲雄（文教大学 教授） 

新保 悟（ジャムルクルー株式会社 代表取締役社長） 

齋藤 秀一（NPO 法人 アジアクラフトリンク 理事長）       

（欠席者 3名） 

会議内容 （１）学校長挨拶  

学校長:加藤より今年度上期スタート時の状況報告と今年度申請学科・更新制度

についてなどを話し、開会挨拶とした。 

（２）本日の出席者紹介 

教務部長より企業委員が紹介された。 

本校委員より自己紹介が行われた。 

（３）教育内容の状況説明  

学校長加藤より上期の教育目標/教育実績/運営報告等の説明がされた。 

各学科より、カリキュラム・教育実績報告（コンテスト入賞・進路決定報告・

産学連携報告など）について上期実績報告と現行報告がされた。 

① 今年度申請学科 

キャラクターイラストデザイン科（宝福学科長） 



 

② 認定済みで今回更新対象学科 

デジタルデザイン科（畑野学科長） 

グラフィックデザイン科（田中学科長） 

③ 認定済み学科 

雑貨・ジュエリーデザイン科（吉富学科長） 

写真デザイン科（永井学科長） 

イラストレーション科（宝福学科長） 

美術・工芸デザイン科（平出学科長） 

（４）学校行事・イベントの報告 

教務部長:畑野より今年度上期の全校行事・イベント・研修について、実施内容

とその成果、退学抑止の現状について報告がされた。 

 

（５）質疑応答・意見 

①今年度申請学科 

倉元：前年度も申請の準備を行っていたように思うがどうか。 

宝福：前年度、準備を行っていたが、途中でキャラクターイラストデザイン科の学科就

業年数が未完成年度であることに気づき、申請が今年度となった。申請できるの

は卒業年次が出てからになる事を途中まで気づかず、進めてしまった。今後はし

っかりと確認していく。 
② 認定済みで今回更新対象学科 

畑野：デジタルデザイン科で上期応募のコンペで結果が思わしくなかったものがあり、

対策と指導内容の見直しをおこなう。 

明間：SNSを活用した作品発信を学生が積極的に行うようになると、就職へのアピール

につながるのではないか。企業としても提案をしてみたい。 

田中：グラフィックデザイン科で産学連携で提案したパッケージ効果の成果が出たの

で、企画継続となった。 

白井：今年度の就職は、県内志向か県外志向か。 

畑野：全体的に県内志向が強い。今年度は特に県外からの専門職求人が多いので、職種

で勤務地を選択できる学生にとっては良い環境である。 

③ 認定済み学科 

永井：コンテストへの応募も意識して撮影を行う指導を今年度は入れてもらっているの

で目的を意識した撮影に取り組めている。 

吉富：産学連携で学生のデザインしたものがミャンマーで 1,000 以上制作され販売・活

用されている。製品化についての意味を学生もかみしめている。 
倉元：学生にとっても良い経験である。製品化されたものを校内にも展示するなどして

他学科の学生にも紹介してはどうか。 
平出：今年度上期は彫刻の分野で入賞があった。コンテスト入賞もきっかけになり既に

進学を決めている学生もでている。コンテストでの成果が自信にもつながってお

り成果が出ている。また、留学を進路に考えている学生もおり、異文化研究授業



 

や国際交流が活きている。 

加藤：留学制度の活用がもっとしやすくなるように、工夫を検討している。 

※その他、全学科共通 

・上期退学者数と退学抑止の現状、在籍数について等 

・研究課程へ内部進学をした学生の活動状況 

・1年生の合同研修によるチームコミュニケーションやコミュニケーション力の育

成研修についての報告。 

・合同企業ガイダンスなどへの参加状況と成果。 

・入学式後の保護者会参加数についての報告。年々増える傾向。 

・コンペは年間目標数達成を下期につなげる。 

・地域貢献を踏まえた中学生との制作協力報告。 

・国際交流→上期のモンセラート美術大学学生受け入れや海外研修のグアムコース、

パラオコースの実施報告。グアムでの現地チャリティーイベントについて報告。 

・SNSを活用した学生の就活や作品発表の場を提案するような仕組みを学校全体で

手掛けてみてはどうかという提案があった。 

（６）次年度の委員会会議開催日程(３月中を予定)に関して、委員の都合を確認し連絡

する事になった。 

 

 

以上 
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