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産官学連携の考え方

　大阪成蹊大学は、「桃李不言下自成蹊」を建学の理念としています。建
学の精神を実践するにあたって、「忠恕」(孔子『論語』より )の心の行動指
針を掲げ、各学部・学科においてそれぞれに専門的な学びを展開し、広く
社会で活躍できる「人間力」を備えた人材を育成することを教育目的とし
ています。

　その行動指針のもと、本学における産官学連携は、学部・学科ごとの専
門に応じた実社会の問題をテーマとした課題解決型学修や地域社会との協
働を通じて、学生が能動的に学修に参加し、「課題発見力」「企画・立案力」「行
動・実践力」「完遂力」「情報伝達力」「集団連携力」など、学修した専門性
を社会の中で実践するための能力を身につけることを目的とします。 
　産官学連携による学外連携学修は、単に知識や経験の享受にとどまらず
相互協力により進めるものとし、学生の能力の向上に加え、地域・社会貢献、
学外との関係強化へと展開し、地域社会の持続的な発展に資することをめ
ざします。

　本学は、地域社会に開かれた大学、社会に貢献できる大学づくりをめざ
して、産官学連携の窓口として産官学連携センターを設置し、地域、産業界、
行政機関と連携した産官学連携を推進します。
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学びのインデックス / ６学部２１の学び

学部・学科・コース 学びの内容

経営学部 経営学科

経営コース

経営学部
スポーツマネジメント学科

国際観光学部
国際観光学科

教育学部
教育学科

中
等
教
育
専
攻

初
等
教
育
専
攻

商品開発やマーケティング、経営戦略などを学び、
あらゆる企業や組織で必要とされるビジネス知識と
マネジメント能力を身につけます。

経営学、食物学、情報学の3領域からなる文理融合
の学びにより、あらゆる食関連の分野でマネジメン
ト力を発揮して活躍できる人材をめざします。

多彩な講義や実践演習、豊富な実習を通じて、幼児
教育･保育を学究的に学ぶとともに、教員･保育士と
して専門的な力量を身につけます。

小学校の教育内容に即した教育理論と実践的な指導
法を学び、学校体験活動や実習を通じて｢現場で通
用する指導力｣を身につけます。

運動や健康、安全についての正しい理解に基づく保
健体育授業での指導力、運動を通じたコミュニケー
ション能力や他者理解など、健康社会や豊かなス
ポーツライフの実現に必要な力を備えた保健体育教
員をめざします。

中学校･高等学校における英語教育の改革に対応で
きる英語力と指導力、外国人とのコミュニケーショ
ン能力や国際理解など、グローバル社会に必要な力
を備えた英語教員をめざします。

国際的な視点に立ちながら、新しい観光政策･地域
振興･次世代観光経営や国際社会におけるグローバ
ルな事業展開を実現できる観光人材･グローバル人
材をめざします。

スポーツ関連企業やスポーツクラブ、イベント実行
組織における経営や企画、管理、運営を学び、スポー
ツ産業の成長と課題の解決に貢献できる人材をめざ
します。

地域や社会の課題を解決するさまざまなフィールド
ワークを通じてこれからの国や自治体、公共性の高
い企業･団体などが求める｢経営的な視点で政策形成
ができる人材｣をめざします。

公共政策コース

食ビジネスコース

国際ビジネスコース
国際観光コース

観光まちづくりコース

スポーツ
マネジメント学科

英語教育コース

保健体育教育コース

初等教育コース

幼児教育コース

※下記の学部・学科・コース一覧は2023年4月入学者からのものです。
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学びのインデックス / ６学部２１の学び

学部・学科・コース 学びの内容

芸術学部
造形芸術学科

データサイエンス学部
データサイエンス学科
　　　　　　　  　(仮称) (※)

看護学部 看護学科
　　　　　       (仮称) (※)

マンガ・
デジタルアート
コース

マンガ、イラスト、ゲーム、SNS など、業界の第一
線で活躍するプロのクリエイターが直接指導し、マ
ンガ･イラストのノウハウを学びます。

すべての表現のもととなる｢絵を描く力｣｢造形を創る力｣
をアナログと最新デジタル技術の双方で修得。それら
を基盤に、イラストレーションやアートの分野での仕
事を意識して｢生かす力｣を実践的に身につけます。

コンピュータ、写真、印刷、色彩などグラフィック
デザインの基礎から広告、ブランディングや Web･
UI/UX までトータルで学び、デザイン業界のプロ
フェッショナルをめざします。

多彩なプロジェクト型学修を通じて、データ分析し
て有益な知見を見つけ、人や社会に新しい価値を生
み出すための知識･スキルを備えたデータサイエン
ス人材を育成します。

講義や学内外での実習経験を重ね、高い専門性と人
間力、多様な医療ニーズに応えることができる課題
解決力を磨きます。人々の健康を支え地域医療を担
える人材をめざします。

雑貨やアクセサリー、家具から住まいまで、思い描い
ていたアイデアをカタチにする技術を学び、快適な生
活をデザインするプロフェッショナルをめざします。

ファッション業界の仕組みや流通･品質管理などの
基礎知識から、トレンドを予測し、アイデアをカタ
チにする斬新なデザイン･パターンメイキング･縫製
･テキスタイルデザインまで、ファッション･コス
チュームデザインに必要なことを幅広く学びます。

撮影･編集･配信に必要なスキル、企画力や発想力、
また声優としてのテクニックや表現力を身につけ、
さまざまな企画をプロデュースして世界へ発信する
クリエイターをめざします。

ビデオゲーム･アプリゲーム業界への就職を前提と
した基礎、応用、上級のゲームグラフィックス作成
プロセスを学びます。プロジェクトワークに必要な
人間力もあわせて養います。

アニメーション、キャラクターデザイン、CG、フィ
ギュア、実写映像、アプリ、ゲームなど、幅広いジャ
ンルの表現方法を学び、多彩に活躍できる力を養い
ます。

アニメーション・
キャラクターデザイン

コース

ゲーム・
アプリケーション

コース

バーチャルメディア・
ボイスクリエイター

コース

グラフィックデザイン
コース

イラストレーション・
美術コース

ファッション・
コスチュームデザイン

コース

インテリア・
プロダクトデザイン

コース

データサイエンス学科

看護学科

(※)2023年4月開設予定。学部設置許可申請中。



産官学連携による大阪産 ( もん ) を使った商品開発事
例
①

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・経営学科・食ビジネスコース

専門演習 5・6

4 年生・10 人
髙畑 能久

2021 年度通期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外

連携先  ：  大阪府、NSW株式会社 (いずみピクルス )、(株 )ディ・ライツ (広東料理  民生 )

学外連携学修の目的・目標
学生が産官学連携による大阪産(もん)を使った商品企画を提案し、商品化を目指す。自ら連携先を巻
き込んで商品開発を実践することで、専門知識をはじめ企画力、対人関係力、プロセス管理やプレゼ
ンテーションスキルなどを総合的に修得させる。

【事前学修】商品開発の一連のプロセスを学び、連携先企業について研究
【事後学修】成果物のポートフォリオ化 (新商品、オリジナル POP、新聞記事 )

目的を達成するための事前・事後学修

学修の成果
コロナ禍で難しい面があったが、担当学生は3年次より商品規格を連携先に提案。試作を繰り返し、
お客様満足度が高い新商品の開発に成功した。また、定番商品として本販売されたことから、やりがい
を感じ、自己肯定感の向上にも繋がった。

4
5

3
2
1

9
10

8
7
6商品コンセプトの企画・立案

試作および商品企画のブラッシュアップ
直営店でのモニター調査の実施
(お客様への試食・アンケート調査 )
試作品の改良、連携先への再提案
製造等の引継ぎ、商品規格の確定
(商品規格…配合・工程、パッケージ、価格設定 )

商品化、テスト製造 (NSW、ディ・ライツ )
新商品のテスト販売、お客様へのアンケート調査
SNS への記事投稿、プレリリースによる広報
連携先の直営店での本販売 
成果を学内プレゼンテーション (卒業研究発表会 )

概要 ：  学生が試行錯誤しながらレリッシュ等を企画・開発し、商品化を目指す

ディ・ライツと
共同開発した
新商品

テスト販売の様子

日経新聞掲載
(2022/01/19 全国紙 )
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ヤンマーHDとのPBL『大阪の農業をもっと元気にしよう！  』事
例
②

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・経営学科・食ビジネスコース

食ビジネス入門

1年生・26 人
髙畑 能久

2021 年度前期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外

連携先  ：  ヤンマーホールディングス株式会社

学外連携学修の目的・目標
PBL課題「大阪の農業をもっと元気にしよう！」に取り組み、学生がグループワークで大阪農業の課
題を見出し、解決策を企画して提案する。実践的な産学連携授業を通して、企画力、提案力やプレゼ
ンテーションスキルなどを総合的に修得させる。

【事前学修】課題解決の一連のプロセスを学び、連携先企業について研究
【事後学修】成果物のポートフォリオ化 (企画書、パワーポイント資料 )

目的を達成するための事前・事後学修

学修の成果
①学生たちが大阪農業の現状と課題などについて、体験学修することができたこと ②グループワー
クに取り組み、責任感や協働することの大切さを学ぶことができたこと ③PBL 授業で企画力、提案力
やプレゼンテーションスキルを向上することができたこと

4

5

3
2
1

9
10

8
7
6ヤンマーHDの講師 (杉本氏 ) による特別授業

ヤンマーファームでの農業体験
大阪農業の課題を見出す
学生らしいユニークなアイデアによる解決策
の検討 (KJ 法、ブレインストーミングなど )
グループワークによる企画書の作成

中間発表会と質疑応答
成果発表会でのプレゼンテーションの準備
パワーポイント資料･原稿の作成、発表練習
成果発表会および連携先からの総評 
グループ毎に振り返り

概要 ：学外授業で農業を実際に体験した上で課題を見出し解決策・企画を検討する
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学外授業

成果発表会〈企画名〉
1班 「SNSを中心とした情報発信を行う」
2班 「自給自足体験 ～ヤンマーの里へようこそ～」
3班 「野菜狩り体験で大阪野菜を知ろう」
4班 「農業レストラン ～天空まで届け私たちの願い～」
5班 「レシピカードで一石二鳥」

・
・
・
・
・



JR吹田駅前におけるフィールドワークによるPBL学修事
例
③

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・経営学科・公共政策コース

公共政策フィールドワークⅠ

1年生・35 人
池田 千恵子、山岡 淳

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学外 ( 吹田市 )

連携先  ：  NPO法人 JR吹田駅周辺まちづくり協議会、吹田市

学修の成果
商店街に直接足を運び、地域の実情を捉え、商店街関係者・吹田市政策担当者へのインタビュー調査
から、課題を整理し、当事者に対し課題解決のための提案を行った。Instagramやホームページの改
善などの提案に高い評価を得た。

4

3
2

1

7

6

5JR 吹田駅前商店街の通行量や人口などの推
移を確認する
商店街の変遷をゼンリン地図で確認をする
NPO 法人 JR 吹田駅周辺まちづくり協議会、
吹田市の担当者から地域課題、課題に対す
る対応についての話を聞く
JR 吹田駅前商店街を歩き、気になる部分を
写真に撮る

概要 ：  フィールドワーク調査を行い「商店街への若年層の集客」を目的とした提案書を作成する

フィールドワークを終えて感じたことをグ
ループでシェアする
フィールドワークから NPO 法人 JR 吹田駅周
辺まちづくり協議会、吹田市の担当者に質問
する内容を検討し、担当者に質問を行う
質問した内容を受けて、調査結果をまとめ、
提案事項としてレポートを作成する

報告会において優秀な報告を行った
グループが2022年2月7日に実施さ
れた吹田市主催の「JR吹田駅周辺ま
ちづくり講演会 (オンライン開催・
参加者数 50 名 )」に招待され、担当
教員の基調講演の後、報告を行った。
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学外連携学修の目的・目標
JR吹田駅前の現状を調査し、商店街活性化に向けた提案を行う。調査を実施するにあたり、地域の歴史、
地図の見方、調査の仕方など、フィールドワークに必要なスキルを身につける。

【事前学修】NPO法人 JR吹田駅周辺まちづくり協議会、吹田市のご担当者から実態についてご講話頂く
【事後学修】事前に吹田駅前商店街の定量調査を行い、フィールドワークを行いながら、地域の課題を
      　　　　 発掘する

目的を達成するための事前・事後学修



池田市との地域観光に関する産官学連携事
例
④

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・国際観光ビジネス学科 (※)
専門演習 2

2 年生・26 人
東出 加奈子・中野 毅

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外 ( 池田市 )

学修の成果
・産官学連携による地域活性に向けた観光コースの企画・提案を行う。
・観光力推進ネットワーク関西・学生連絡協議会にて企画発表を行う。

3

2

1

6

5

4池田市について調査するとともに、池田市役
所の方より特別授業を実施していただき、池
田市の課題について講義を聴く
JTB、大阪観光局の方より、関西万国博覧会
に向けた取り組みについて講義を聴く
池田市へフィールドワークにでかけ、地域資
源を調査する

概要 ：JTBと大阪観光局との共同事業を通し、地域の観光振興事業における課題解決をおこなう
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観光資源をいかに活かせるか、課題解決に向
けた観光コースの企画・提案を考える
アフターコロナを見据えて、グローバルな視
点からも池田市の地域活性に向けた、企画･
提案を考える
観光力推進ネットワーク関西･学生連絡協議会
における学生発表会にて代表チームが成果発表

連携先  ：  池田市役所 にぎわい戦略室 空港・観光課、JTB教育旅行大阪支店 大阪観光局

学外連携学修の目的・目標
池田市における産官学連携事業による地域活性、まちづくりについて、PBL学修に取り組むことを目
的とする。

【事前学修】・池田市の観光資源について特別授業　資料収集
           ・フィールドワークを通して現地を確認し、池田市が抱える課題を捉える
           ・2025 年関西万国博覧会に向けた大阪観光について特別授業
【事後学修】・地域活性、まちづくりに向けた観光コースを企画・提案、プレゼン・成果発表

目的を達成するための事前・事後学修

協議会の様子特別授業

カップヌードル
ミュージアム大阪池田
を訪問

(※)2022年 4月より国際観光学部・国際観光学科。



民間企業における国際ビジネス展開の事例学修事
例
⑤

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・国際観光ビジネス学科・国際キャリアコース(※)

専門演習 2

2 年生・24 人
西釡 義勝・本間 哲也

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外、オンライン

学外連携学修の目的・目標
連携先企業の協力の下、同社の事業の現状や課題を多面的に学ぶことで、現実のビジネスおよびその
国際展開を臨場感をもって理解する。これにより、本学科開講科目「専門演習２」の履修効果を高める。

学修の成果
会社の事業、特に製造業の業務 ( 企画・設計・製造・販売・保守の流れ、国際事業展開 ) に関する具
体的なイメージを得ることを通じた、経営諸科目の学びの深化。課題解決を通じた協働スキル (発想・
討議・資料作成・口頭報告など )の向上。

3

2

1

7
6
5
4連携先企業および業界・市場に関する事前学習

をし、 同社に内容報告・フィードバックをもらう
同社ショールーム・オフィスの見学、製品お
よびビジネスの現場実見をする
事業実務担当者による講義受講
(海外事業展開の状況、同社が直面する課題の提示 )

概要 ：連携企業から提示された課題に対する解決策を考え、プレゼンテーションをおこなう

製品の実際の
使い心地を体験

授業の様子

ビデオ会議による
プレゼンテーション
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連携先  ：  愛知株式会社

提示された課題に対する解決策検討
解決策の報告 (TV会議により名古屋本社と連携 )
海外営業責任者からの講評
各受講者による振り返り・報告書作成

【事前学修】・同社および業界・市場に関する事前学習 → 資料作成
           ・同社ショールームおよびオフィスの実見
【事後学修】・海外営業実務者によるフィードバック (講評 )
           ・レポート作成

目的を達成するための事前・事後学修

(※)2022年 4月より国際観光学部・国際観光学科。



日本企業製品の国際ビジネス展開の事例学修事
例
⑥

授業名

学年・人数

担当教員

実施場所

期間

学修の成果
製造業の業務 ( 企画・設計・製造・販売・保守の流れ、国際事業展開 ) に関する具体的なイメージを
得ることを通じた、経営諸科目の学びの深化。課題解決を通じた協働スキル (発想・討議・資料作成・
口頭報告など )の向上。

3

2

1

6

5

4業界・市場に関する事前学習をし、連携先企
業に内容報告・フィードバックをもらう
空調機器メーカーショールーム見学、 製品お
よび設置例の実見
空調ビジネスにおける海外市場への事業展
開戦略立案

概要 ：連携先の製品を実際に見た上で事業展開戦略立案をして責任者から講評をもらう
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事業案の報告をし、連携先責任者から
講評をもらう
事業実務担当者による講義受講
(海外事業展開の事例、直面した課題   等 )
各受講者による振り返り・報告書作成

連携先  ：  有限会社ミドルイーストアソシエーツリミテッド、ダイキン工業株式会社

専門演習 2

2年生・24 人
西釡 義勝・本間 哲也

2021 年度後期
学内、学外

学外連携学修の目的・目標
連携先企業の協力の下、同社の事業の現状や課題を多面的に学ぶことで、現実のビジネスおよびその
国際展開を臨場感をもって理解する。これにより、本学科開講科目「専門演習２」の履修効果を高める。

【事前学修】・業界・製品 (電機産業、特に空調ビジネス )に関する事前学習 → 資料作成
           ・空調機器メーカーのショールーム見学
【事後学修】・空調機器国際ビジネス実務家によるフィードバック (講評 )
           ・日本の製造業が海外事業展開時に直面する課題 (PBL)

目的を達成するための事前・事後学修

「フーハ大阪」
における製品実見

授業の様子

学部・学科・コース 経営学部・国際観光ビジネス学科・国際キャリアコース(※)

(※)2022年 4月より国際観光学部・国際観光学科。



大阪エヴェッサの集客対策事
例
⑦

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

経営学部・スポーツマネジメント学科
スポーツビジネス体験

1～3年生・20 人
植田  真司・村田 正夫

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外 (おおきにアリーナ舞洲 )

学外連携学修の目的・目標
プロバスケットボールの大会現場等において｢スポーツボランティア｣の実体験を通して、実際の大会
運営の基礎的な知識及び集客方法について学修することを目的とする。

【事前学修】試合の観戦、運営体験
【事後学修】集客方法の提案発表とレポート提出

目的を達成するための事前・事後学修

学修の成果
プロチームの内容を自ら調査し、大阪エヴェッサの説明を聞き、現場で体験し、プロチームの今後の
対策について様々なアイデアを出すこと。発表会に連携先担当者が参加、発表に対して、改善点があ
る一方、SNS を活用した集客、カップルデーやファミリーデーなどの企画、新しい応援グッズの企画
など学生視点でのユニークな発想や提案に、好評を頂いた。

3

4

5

2
1 大阪エヴェッサの開幕戦を観客目線で観戦する
2 日かけてボランティアスタッフとしてスタッフ目
線で運営に参加する
運営参加を体験の上でお互いに気づいたことなどを
グループワークで情報共有
再度ボランティアスタッフとして顧客の誘導・案内、
イベント受付、モッパーなどを体験
4グループで大阪エヴェッサに向けた企画提案の発
表会を開催

概要 ：  イベント運営の体験と大阪エヴェッサ集客の企画提案

大会開催中の課題解決策、SNS を活用した集客、カップルデーやファミリーデーなどの企画、
新しい応援グッズの企画など、具体的なさまざまな提案がなされた。大阪エヴェッサのスタッ
フも発表会に参加していただき、学生視点でのユニークな発想や提案に、好評を頂いている。
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連携先  ：  ヒューマンプランニング株式会社  ・大阪エヴェッサ 



「小学生が遊びながら学べるSDGs学習教材」を考える事
例
⑧

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

芸術学部・造形芸術学科
地域連携 PBL

3 年生・189 人
門脇、亀田、熊倉、福本

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学内 (522 教室 等 )

連携先  ：  東成区役所

学外連携学修の目的・目標
・SDGs を各地域に浸透させるとともに、実生活の中で実践できるようにする。
・小学生が将来持続可能な社会の創り手となる。
・小学生など、子供をターゲットにしたデザインを考え、学ぶことができる。

【事前学修】  ①SDGs の理解と行政との連携事例研究  ②東成区の現状分析
【事後学修】  ①成果発表の振り返り  ②企画案に基づく成果物の完成と納品

目的を達成するための事前・事後学修

学修の成果
下記の素養・能力等を身につけることができた。
1. 協働できる素養： ①集団やチームの中で固有の役割を果たすこと
2.社会で実践する力の醸成： ①論理的に考え、課題を明らかにすること ②主体性を持ち、積極的に行
動すること ③困難な課題にも臨み、最後までやり遂げること

社会で実践する力、協働できる力を養い、学生から社会人に意識改革を図り、社会人としての姿
勢を身につける。行政が提供する課題に受講者全体が取り組む課題解決型学習。PBL に取り組む
ことで、調査法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、
プレゼンテーションなどを能動的に学ぶ。芸術学部の専門性に特化した PBL(Problem-based 
learning)、企画を実現させるため資金獲得 ( クラウドファンディング ) 実践方法など、専門知識を
応用し現実の課題に活かすことで、知識を定着させる。   

概要 ：  東成区が提示した課題に対する解決案をグループで立案し、講評をもらう

東成区長の講評

最優秀賞チームの
プレゼンテーション

パネルセッション
(優秀チーム )
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商品パッケージ・販促ボードのデザイン提案とブランド訴求貢献事
例
⑨

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

芸術学部・造形芸術学科・学部共通
プロジェクト演習 1 ・3

2、３年生・45人
桐原  一史

2021 年度前期

担当教員

実施場所

期間

学内

学外連携学修の目的・目標
PBL課題解決型授業として、企業が提供する課題に全受講者が取り組み、学習活動から学修手法、分
析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼンテーションなど
キャリアに必要なコンピテンシーを能動的に学び、グループワークをベースに、チームワーク（協働）
のもと受講者の自主性・自律性の向上につながることを授業の目的とする。

【事前学修】連携先企業情報、商品市場などの調査・分析を行い、諸準備を行う。
【事後学修】提供、及び採用されたデザイン成果物 (デザインデータ )などのフォローアップを行う。

目的を達成するための事前・事後学修

学修の成果
企業からの課題に対して、商品と販促物のデザインを成果物として最終提示した。それらの企画提案
の過程において、正規の商品企画やマーケティングプロセスを修学することができた。また、社会で
の就業を想定したグループワークによって、人と協働することの大切さを学んだ。

概要 ： 商品パッケージのデザインリニューアル とプロモーションアイテムの提案

受賞チーム

エースコック㈱の「飲み干す一杯　担担麺」と「飲み干す一杯　札幌」の商品パッケージのデザインリ
ニューアルと、そのプロモーションアイテムの提案を行う。商品ブランドの認知度向上のために、現
行商品についての問題点や課題をピックアップし、デザイン提案によってソリューションを導く。授
業は、1グループ 3～4 名体制で全 11 グループによるアクティブラーニング ( 対面とオンデマンドのハ
イブリッド授業 )。企業からは、第 3回授業にて企業説明と課題提供をいただき、第 8回で中間アイデ
ア確認会に参加、第 13 回で最終提案発表会へ参加いただき講評をいただいた。各商品のターゲットを
絞り込んだ上で、学生目線での新鮮なデザイン提案を行った。 

企業総評の様子 販促ボード
商品パッケージ
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連携先  ： エースコック株式会社  マーケティング部



北大阪急行電鉄絵画教室サポート事
例
⑩

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

芸術学部・造形芸術学科・美術･アート表現コース(※)

造形芸術専門基幹演習 3

2年生・9人
津田 やよい

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学内、学外 ( 北大阪急行電鉄 )

連携先  ：  北大阪急行電鉄株式会社

学外連携学修の目的・目標
社会において、課題の解決や発見などにアートの持つ創造性等を活かして取り組んでいる事例などを
踏まえながら、実際にアートを通して社会や他者・地域に関わっていくプログラムを自ら企画する。
また、授業全体の実践にあたっては、対象の人々の中から抽出して協働、或いは協力を得る形で行う。

学修の成果
自分たちが生きる現在社会におけるアートの動向、果たすべき役割を理解することができる。リサー
チや、企画立案、シミュレーション等の経験により、アートプロジェクトについての専門的知識、ス
キルを身につけ、実施することができる。

4

5

3
2
1 対象者のリサーチ (前回開催の事例について、学ぶ )
サーチに基く、テーマの検討、決定
北大阪急行電鉄の担当者からのリモートミー
ティング
北大阪急行電鉄からのご意見、要望を踏まえて
の修正点の検討
材料や活動内容について、の確認のための試作

概要 ：  前例をリサーチし、検討したテーマで絵画教室活動を実施する

作品制作のための
説明動画

左：サンプル
右：子供たちの作品

9

10

8
7
6 ワークショップ用材料、用具、画材等の準備
当日の担当決定とシミュレーション
北大阪急行電鉄の絵画教室活動での実施
振り返りのミーティング、北大阪急行電鉄の
担当者からのご意見をいただく
過程全体のアーカイブ作成
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【事前学修】過去の実践事例を記録などを通して学び、幼児の造形活動の特性について理解しておく。
【事後学修】制作された作品の展示を取り込んだ全体展示を行い、来場者とのコミュニケーション及び
      　　　　 制作参加によりテーマとして掲げた地域の特性を発信する。

目的を達成するための事前・事後学修

(※)2021年 4月よりイラストレーション･美術コース。



イラストレーションを効果的に使ったロゴ、ラッピングの提案事
例
⑪

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

芸術学科・造形芸術学科・学部共通
プロジェクト演習 1・3

2、3、4年生・23 人
黒田 潔・大村 みな子

2021 年度前期

担当教員

実施場所

期間

学内

連携先  ：  株式会社丸福珈琲店  総合事業部

学外連携学修の目的・目標
・連携企業からの課題をきっかけに、実社会への理解を深め、学生の視点から問題解決の提案を行う。
・グループで取り組むことで、役割認識、責任領域、助け合いなどそれぞれの立場や思いを共有してチー
ムワークの大切さを学ぶ。

学修の成果
①実際の企業からの課題を通して「現実」の事例に関わることで、実社会からさまざまな学びを得る
ことができた。 ②学生らしい自由な視点で提案し、評価を受けることができた。 ③グループワークを
通して、協調性が養われ、他者の立場で物事を捉える力を身につけた。

試作を持ち寄り、グループ内で討議とビジュアル
案の決定、制作
連携先を迎え中間アイデア発表会
発表会の振り返りから修正点の確認と修正作業
プレゼンテーションの準備をし、連携先を迎えた
状態で最終プレゼンテーションをおこなう
まとめと成果のポートフォリオ化

4

3
2

1

8

9

7
6

5丸福珈琲店からの課題発表を受け、企業
研究をおこなう
丸福珈琲店の方から直に話を伺う
調査してわかったことから提案のコンセ
プトについて相談
グループで企画の絞込み、ビジュアルに
ついて討議

概要 ：  企業から提示された課題をもとにリサーチし、デザインを提案する

本店インテリアや小物などをモチーフにして、はんな
りとしたレトロで上品感があり、若い方からご年配の
方まで好感の持てるデザイン。インバウンドが復活し
たときには丸福らしい和風デザインは採用したい提案。

最優秀賞 (左：包装紙案 右：紙袋案 )
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【事前学修】実際の店舗 (歴史ある本店、新しい店舗 )の現場取材。
      　　　　 丸福珈琲店の方に授業に参加いただき、直に話を伺う。
【事後学修】成果物のポートフォリオ化

目的を達成するための事前・事後学修



生駒市役所　竹の屋台DIY事
例
⑫

学部・学科・コース

授業名

学年・人数

芸術学部・造形芸術学科
プロジェクト演習 2・4

2、3年生・7人
山中 コ～ジ

2021 年度後期

担当教員

実施場所

期間

学外 (HOTEL KYOTO LOGY)

連携先  ：生駒市役所

学修の成果
実際の竹を用いて、DIY で屋台を制作することで、現実的な強度、構造、制作方法を模索／理解／実
践するという非常にリアルな学びを得た。

概要 ：  生駒市の「竹」を使用した屋台を提案し、実際に制作・組み立てを行う

4
3

2
1 生駒市についてのプロジェクト説明
「生駒市の名産品」「世界の屋台デザイン」
「竹の特徴」のリサーチ
屋台デザインの検討
生駒市役所の市職員を含めたプレゼン
テーション

8
7
6
5 デザイン案の選定
決定されたデザインの図面化
グループワークにて竹の屋台を制作
生駒市役所にて地域ボランティア含めて
組み立てを行う

朝日新聞掲載
（ 奈良版）

準備の様子
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学外連携学修の目的・目標
素材は生駒市で採取された「竹」を用いておこない、街の人々に親しまれる屋台を提案する。また、
提案するにあたり生駒市についてリサーチを行い、それを元に街に活用される屋台を念頭にデザイン
を検討し、コンペ形式で制作する案を決め、実作として制作。屋台制作を通して街づくりや人間関係、
チームワークとコミュニケーション力を養う。

【事前学修】「生駒市の名産品」「世界の屋台デザイン」「竹の特徴」の事前学習。
【事後学修】生駒市でサンフェスタでの組み立てと振り返り。

目的を達成するための事前・事後学修
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実績一覧

タイトル学科・コース 期 科目名 連携先

経
営
学
部

学部共通

経営学科
経営コース

経営学科
食ビジネスコース

経営学科
公共政策コース

後期

起業・創業支援策の提案

誤嚥性肺炎の予防策提案

堺市のスポーツ人口の拡大策提案 後期

後期 地域連携PBL
キャリアデザイン2

地域連携PBL
キャリアデザイン2

地域連携PBL
キャリアデザイン2

茨木市・茨木商工会議所

堺市

（一社）嚥下トレーニング協会

後期行政のまちづくり政策学修 公共政策論Ⅰ 茨木市

前期行政、企業、住民との連携による
地域経営に関するPBL型授業の実践 地域経営入門 川西市、ソフトバンク ( 株 )

前期行政、住民との連携による
地域経営に関するPBL型授業の実践 公共経営論Ⅱ 豊中市役所秘書課、創造改革課、

コミュニティ政策課

後期JR吹田駅前における
フィールドワークによるPBL学修

公共政策
フィールドワークⅠ

NPO法人            JR吹田駅周辺まちづくり協議会、
吹田市

後期行政、住民との連携による
地域経営に関するPBL型授業の実践 公共経営論Ⅰ 東淀川区、相川中振興町会

前期日本ハムとの PBL
『次世代の新商品企画を提案しよう！』 食品開発実践 日本ハム ( 株 )

加工事業本部 商品開発部

前期ヤンマーHDとのPBL
『大阪の農業をもっと元気にしよう！』 食ビジネス入門 ヤンマーホールディングス ( 株 )

後期大阪府中央卸売市場他
『青果売り場を企画してみよう！』

大阪府中央卸売市場、
北果、大果、林田商店

産官学連携による
大阪産(もん)を使った商品開発

大阪府、NSW(株 )(いずみピクルス)、
(株 )ディ・ライツ(広東料理 民生)

前期日本ハムグループ他とのPBL
『オリジナル惣菜を開発・販売しよう！』

日本ハムグループ
中日本フード(株 )、佐竹食品(株 )

大阪モノレールのYou Tubeによる
マーケティングに対する視聴者数の向上提案 大阪モノレール ( 株 )

企業との連携による
マーケティング・リサーチ・プロジェクト 専門演習1･2

専門演習1･2

専門演習5･6

専門演習1

専門演習2

関西の Bリーグクラブ
( 滋賀レイクスターズ 等 )

前期公共施設の集客企画を考える 学外連携PBL
キャリアデザイン1 ( 株 ) コングレ

前期プロ野球チームと地域連携に関する
PBL型授業の実践

学外連携PBL
キャリアデザイン1 オリックス・バファローズ

前期ワールドマスターズゲーム2021
関西の堺市での開催に向けて

学外連携PBL
キャリアデザイン1

ワールドマスターズゲーム (WMG)
堺市実行委員会

前期新たな販路拡大施策の提案 学外連携PBL
キャリアデザイン1 ( 株 ) ココウェル

学部

前期・後期
前期・後期

前期・後期

※下記の学部・学科・コース名は2021年時点のものです。
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実績一覧

タイトル学科・コース 期 科目名 連携先

経
営
学
部

芸
術
学
部

国際観光
ビジネス学科

スポーツ
マネジメント学科

学部共通

ビジュアル
デザインコース

ゲーム・
アプリケーションコース

テキスタイル･
ファッションデザインコース

インテリア･
プロダクトデザインコース

美術･アート表現コース

イラストレーションコース

学生によるまちづくり活動の提案 後期 専門演習2 茨木市

大阪エヴェッサの集客対策

前期

後期

スポーツビジネス体験･
スポーツビジネス体験2

ヒューマンプランニング ( 株 )、
大阪エヴェッサ

ディライトワークス(株)との
スマートフォン向けゲーム開発プロジェクト

プロジェクト演習1･3
プロジェクト演習2･4 ディライトワークス ( 株 )

「小学生が遊びながら学べる
SDGs 学習教材」を考える 東成区役所

SDGsと連動した
プロモーション案を考える

学外連携PBL
キャリアデザイン2

地域連携PBL
キャリアデザイン3

商品パッケージ･販促ボードの
デザイン提案とブランド訴求貢献 エースコック (株 )   マーケティング部企業連携PBL

プロジェクト演習1･3
大学と地域住民による
グリーンスポーツセンター
利活用プラン提案と実践

豊中市都市活力部、
大阪音楽大学  ミュージックコミュニケーション専攻

地域連携PBL
造形芸術専門展開演習3

地域連携PBL
プロジェクト演習2･4

企業連携PBL
造形芸術専門基幹演習5

企業連携PBL
プロジェクト演習1 ･3

企業連携PBL
プロジェクト演習1 ･3

サラヤ ( 株 )

日本企業製品の
国際ビジネス展開の事例学修 後期 専門演習2

民間企業における
国際ビジネス展開の事例学修 後期 専門演習2 愛知 ( 株 )

(有)ミドルイーストアソシエーツリミテッド、
ダイキン工業(株)

兵庫県三田市観光協会との連携による
インバウンド観光活性化のための取り組み

Research&
Presentation1･2 三田市観光協会

堺市との地域観光に関する
産官学連携 後期 専門演習2 JTB教育旅行大阪支店、大阪観光局

池田市との地域観光に関する
産官学連携 後期 専門演習2 池田市役所 にぎわい戦略家 空港 ･観光課、

JTB教育旅行大阪支店 、大阪観光局

学部

前期・後期

前期・後期

前期・後期

前期
＋集中

後期
＋集中

北大阪急行電鉄絵画教室サポート 造形芸術専門基幹演習3 北大阪急行電鉄 ( 株 )

後期UNKNOWN ASIA 2021 参加計画 造形芸術専門展開演習7 ( 株 )FM802

後期
綿半ホームエイドでの
PB商品の製品化・
販売に向けた商品提案 ( 株 ) 綿半ホールディングス

後期生駒市役所 竹の屋台DIY 奈良県生駒市

後期popteen発 アイドルグループ
「PureGi」衣装制作 造形芸術専門研究 3 ( 株 )VINE YARD

前期ミントデザインズ 2021a/w
商品のデザイン提案 ミントデザインズ

後期イラストレーションを効果的に使った
ロゴ、ラッピングの提案 ( 株 ) 丸福珈琲店 総合事業部

後期
＋集中


