
教育活動報告
就職活動について



◆グラフィックデザイン科
・A･F･T色彩検定UC級 94.2%
・Illustratoクリエイター能力認定試験スタンダード 77.1%
・Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード 64.7%

◆CADデザイン科
・２次元CAD利用技術者試験２級 54.8％
・２次元CAD利用技術者試験１級 38.5％
・３次元CAD利用技術者試験２級 35.5％
・３次元CAD利用技術者試験１級 25％
・３次元CAD利用技術者試験準１級 23.1％

◆ファッション流通科
・サービス接遇検定2級 100％
・色彩技能パーソナルカラー検定モジュール２ 66.6％
・フォーマルスペシャリスト検定準2級 100％

令和３年度
資格検定取得実績

赤字は目標値以上の結果だったもの

◆メイク・ブライダル科
・日本メイクアップ技術検定2級 100％
・日本化粧品検定3級 100％
・色彩技能パーソナルカラー検定モジュール２ 90％
・色彩技能パーソナルカラー検定モジュール１ 100%
・JNAジェルネイル技能検定試験初級 50％
・AWP検定3級 100％
・ネイリスト技能検定３級 90％
・サービス接遇検定準3級 90％
・サービス接遇検定2級 95.4％



◆AI×コンピュータ科
・基本情報技術者 25.9％
・C言語プログラミング能力認定試験3級 97.1％
・C言語プログラミング能力認定試験2級 77.1％
・Microsoft Office Specialist Excel 2016 95.4％
・情報処理技術者能力認定試験 82.3％
・サービス接遇検定2級 96％
・Microsoft Office Specialist Word 2019 100％
・Microsoft Office Specialist Excel 2019 96.4％
・Microsoft Office Specialist PowerPoint 2019 96.4％

令和３年度
資格検定取得実績

赤字は目標値以上の結果だったもの

◆セキュリティネットワーク科
・情報セキュリティマネジメント 22.7％
・工事担任者 第二級デジタル通信 15％

◆ゲームクリエイト科
・基本情報技術者試験 18％
・C言語検定3級 44％
・C言語検定2級 100％
・CGエンジニア検定 ベーシック 72％



◆医療事務科
・医科医療事務検定試験 97.2％
・医療秘書技能検定 74％
・医事コンピュータ技能検定 92％
・調剤事務認定試験 82％
・介護事務 90％
・医師事務作業補助技能認定試験 81％
・診療報酬請求事務能力認定試験 41％
・サービス接遇検定準1級 76％
・サービス接遇検定2級 88％
・Microsoft Office Specialist Word 2019 89％
・Microsoft Office Specialist Excel 2019 100％

令和３年度
資格検定取得実績

赤字は目標値以上の結果だったもの

◆未来こども科
・保育士 100％
・幼稚園教諭 100％
・認定絵本士 100％
・幼児体育指導者 100％
・赤十字幼児安全法支援員 100％

◆国際ITCAD科、国際観光ビジネス科
・日本語能力検定N２ 59.0％
・日本語能力検定N３ 85％

・サービス接遇検定準1級 88.8％
・サービス接遇検定３級 20％
・英語対応力試験C 33％
・英語対応力試験D 67％

・CAD利用技術者試験(2次元)



◆グラフィックデザイン科
第15回全国MUDデザインコンペ（全日本印刷工業組合連合会）
優秀賞 学生の部：岩﨑宥真、山下理恵
佳作 学生の部：梅葉陽、深田理子、吉永光希、東畑遥香
第12回SCCしずおかコピー大賞（しずおかコピーライターズクラブ）
学生賞 白柳芙美花
若年者ものづくり競技大会全国大会（中央職業能力開発協会）
敢闘賞：静岡県知事表彰 3年生 町田奈々香
JAGDA国際学生ポスターアワード2021（公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会）
入選：アガ 吉山歩汰 坪田さやか 町田奈々香 井口李蘭 馬場悠生
次点： 大石美緒
静岡新聞広告賞2021（静岡新聞社）
ウェルネス浜名湖賞：木根まどか

◆デジタルコンテンツ科
Tシャツプリントコンペティション（ザザシティ中央館）5名入選

令和３年度
コンテスト･表彰等実績



◆メイク・ブライダル科
色彩技能パーソナルカラー優秀校（NPO法人 日本パーソナルカラー協会）
ラグゼビューティーフォトコンテスト（㈱ラグゼビューティー）美容経済新聞社賞、プリシラ賞、入選×２
DAREA PHOTO CONTEST（DAREA STUDIO) 入賞3名
JMANメイクの日フォトコンテスト（JMAN）

◆AI×コンピュータ科（ITビジネスコース）
第20回しずおかビジネスプランコンテスト（B-nest）

◆ゲームクリエイト科
福岡ゲームコンテスト（福岡ゲーム産業振興機構）

◆医療事務科
医事コンピュータ技能検定試験3級 成績優秀 （医療秘書教育全国協議会）
医療秘書技能検定試験3級 成績優秀 （医療秘書教育全国協議会）

令和３年度
コンテスト･表彰等実績



◆グラフィックデザイン科
・株式会社イシグロ ギョガPR動画制作、半田店店内壁面看板制作
・浜松科学館 プラネタリウムPR企画
・ザザシティ中央館 ZAZAシティウォールアート
・静岡県障害者文化芸術活動支援センター「みらーと」 障害者とのアートプロジェクト企画
・三ヶ日製菓有限会社 老舗和菓子の新作和菓子販売会PR企画
・浜松市 学生運営WEBサイト「ノルマチ」浜松市長プレゼン

◆デジタルコンテンツ科
・株式会社NOKIOO 「山田工務店LP制作」審査講評
・株式会社アサヒトラストXCUBE 「若年層誘客LP提案」 審査講評
・ザザシティ中央館 ZAZAシティウォールアート メイキング動画制作

◆メイク・ブライダル科
・株式会社スティルアン 「ドレススタイリスト講座」

令和３年度
企業連携（産学官連携）



◆AIコンピュータ科（プログラムコース）
・一般社団法人システムコラボ・マネジメント 「Windowsプログラミング」
・株式会社インフォテック・サーブ

◆セキュリティネットワーク科
・静岡県警察サイバー犯罪対策課 サイバー防犯ボランティア活動
・Elthink LAN構築演習

◆ゲームクリエイト科
・イマクロデザイン ゲームキャラクター演習

◆学科横断カリキュラム
・浜松市デジタル･スマートシティ推進事業本部 地域課題解決提案
・浜松市市民部UD男女共同参画課 バーチャル空間UD体験講座教材の開発

令和３年度
企業連携（産学官連携）



◆グラフィックデザイン科
・教育課程編成委員 静岡県広告業協会（新企画株式会社）

株式会社グランロード
◆デジタルコンテンツ科
・シナリオサポート企業 株式会社NOKIOO

株式会社クラスターワン
◆CADデザイン科
・教育課程編成委員 浜北機械金属工業組合（やまと興業株式会社）

株式会社日本設計工業
◆メイク・ブライダル科
・教育課程編成委員 株式会社ルナ・ソーレ

一般社団法人JMA
・シナリオサポート企業 株式会社杏林堂

株式会社スティルアン
株式会社くわこや

令和３年度
企業連携（教育課程編成委員・シナリオサポート企業）



◆医療事務科
・教育課程編成委員 ニチイ学館

医療法人社団明徳会十全記念病院
日本医療事務協会
浜松市リハビリテーション病院

・シナリオサポート企業 株式会社ニチイ学館
日本医療事務協会
十全記念病院

令和３年度
企業連携（教育課程編成委員・シナリオサポート企業）



◆医療事務科
・教育課程編成委員 ニチイ学館

医療法人社団明徳会十全記念病院
日本医療事務協会
浜松市リハビリテーション病院

・シナリオサポート企業 株式会社ニチイ学館
日本医療事務協会
十全記念病院

令和３年度
企業連携（教育課程編成委員・シナリオサポート企業）



令和３年度
コロナ感染対策・対応について
◆体調管理の徹底、基本的な感染防止対策の徹底

・毎朝の検温の徹底 「検温アプリ」の活用
・陽性者、濃厚接触その他疑いのある者の連絡体制
◆リスク回避

・学内での濃厚接触の回避策 （ドア窓常時開放による換気、不織布マスク着用の徹底）
・昼食時のルール徹底 教員の巡回
・不特定多数が集まる場に行くこと、感染が拡大している地域との往来について慎重な検討
・地域の感染状況に応じて オンライン:対面の比率を変動させて実施
◆本学園通達による運営ガイドライン
◆経済的支援

・本学園のコロナ募金「緊急支援給付金制度」の実施
・学費延納再延長の対応
・本学園の「新型コロナウイルス対策緊急特例貸付金」の実施
・日本学生支援機構 緊急特別無利子貸与型奨学金の申請
・文科省「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請



令和３年度
修学旅行・研修旅行
◆海外への旅行は中止とする。

※積立ては、今年度の実施予定学年は第２期以降徴収中止 →  別途保護者へ案内
※ただし国内については条件付きで可 学科ごとに科目評価に関連し育成目的に沿った計画のも
のであることを前提に、最大限慎重な協議を重ね検討する。実施の必要性を学生・保護者に説明
を行い保護者の同意を得たうえで、徹底した事前指導を行ったものに限り実施をする。条件を満
たさないものについては実施をしない。

その他、学生の満足度やモチベーション向上につながるイベントについて、安全・安心を十分に
確保したうえで実施を検討する。



浜松未来総合専門学校
進路状況と就職支援について

【就職支援室】



進路決定率
進路決定率＝

進路決定者（就職者＋進学者）÷卒業生数

2019.3卒業 98.8%
2020.3卒業 96.7%
2021.3卒業 95.1%
2022.3卒業 99.2%
2023.3卒業 17.8%(5/28現在)



23年3月卒業生内定先

• TBCグループ(株)
• イズモ(株)
• ウエルシア薬局(株)
• サイバーコム(株)
• スズキ(株)
• トヨタ自動車(株)
• ヤマトシステム開発(株)
• (株)GiSELE
• (株)マキタ
• (株)ルビー

• (株)ロジック
• (株)ワイケーデザインリンク
• (株)杏林堂薬局
• (株)遠鉄ストア
• (株)日本プレースメントセンター
• 興和(株) 浜松工場
• 住友電装(株)
• 日本デジコム(株)
• 日本情報産業(株)
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学校求人受付件数
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校内企業ガイダンス

１．「本校学生」だけのガイダンス

２月中旬 アクト浜松

※ 参加企業数 ８０社

２．「早期内定」を獲得するチャンス

（ここから内定を獲得する学生が多い）

３．企業と学生との「１次面接」と位置づけ実施



◆学内企業説明会・入社選考会

１．企業説明会（対面・オンラインで実施）

・昨年度実施企業158社
・業界説明、業務内容、募集要項説明

２．就職試験

・学内で一次選考を実施

・筆記試験、適性検査、面接



就職指導・サポート

１）自己分析
２）履歴書・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの書き方
３）模擬面接

１）ハローワーク求職者登録

２）スーツ登校日

３）就職用写真撮影

４）メイク講座（女子）

◆就職指導

◆就活サポート



専門学校を卒業した後、より深く学び究めたい人は、編入学試験を実施する大学に挑戦す

る道がある

希望する学部学科を十分に研究し、編入後にどのような学問研究をしたいかを明確にし

て臨むことが重要

≪静岡理工科大学の編入試験の場合≫
試験種類：法人内専門学校推薦選考または一般選考

試験内容：面接（口頭試問あり）

受 験 料： ３０，０００円免除 ←法人内専門学校推薦応募のみ

入 学 金： ３００，０００円免除

合格者は大学３年次に編入学

最大で６０単位が修得済と認定される
法人内専門学校推薦の基準
学科成績上位５割以上又は成績で「優」「良」が全体の５割以上
※ 推薦出願でも不合格となることがある

大学進学（編入学）



求人情報について

１．本校への求人票の公開方法

就職システム（sacla）で告知

校内ネットワーク（校内での閲覧のみ）

Microsoft SharePoint（どこでも閲覧可能）

各クラスファイル設置

２．一般の求人情報

①就職支援サイト利用

(静岡新聞社、ＳＪＣ、マイナビ、リクナビ）

②新卒応援ハローワーク利用 (6/1以降)



卒業生就職支援

１．卒業後のフォロー

在校中と変わらないバックアップ体制

２．就職支援内容.
①進路指導担当による

個別相談・面接

②求人情報の公開

３．卒業生就職支援登録

「支援登録カード」提出



学科別内定先(抜粋)
クラフィックテザイン分野

アドウィル/アプライズ/アライデザイン工芸/アンテロープ/Yellowseeds/イズモ/イ
デア/ヴイデザインオフィス/WETCH/工イチーム/A5/ACO/MDパートナーズ/エム
ロード/遠州紙工業/おいもや/オージーデイー/オオゼキ写真印刷/オフィス/学遊
社/杏林堂薬局/キヨシ看板広/グラフィック アンド デザイン カプセル/グランロー
ド/クリエイターズクラブアルゴ/クレオ 静岡プロモーションセンター/呉竹荘/クロス
デバイス/三信印刷/ジィータ/ショーピ/杉森印刷/杉山メディアサポート/スタジオ
コバ/スターズデザイン/スリーカウント/ダイワ/DAREA Studio/知久/中部印刷
/TIAST/ディーネット/テクイジデザイン/東海砂利/東海電子印刷/トキワ印刷/浜
松ロール工業/ビー/PAP/フォトスタジオリング(ARTRING)/富士コミュニケーション
ズ/藤原/ブルックスタジオ/ペーパークラフトイトウ/祭すみたや/メーカーズマーク
/メタサイト/メディアミックス/リデットエンターテインメント/ルナ・ソーレ/ルーパス/
ワイゼンラージ/和風アニメーションほか

グラフィックデザイン分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

アニパーサリージャパン/アルピオン/アルファクラブ静岡/イプサ/遠鉄百貨唐(ク
リニーク/CHANEL/JILL STUART /M･A･C/ドクターシーラポ/PAUし&JOE 
BEAUTE) /オサレカンパニー/花王カスタマーマーケティング/花王ビューティブラ
ンズカウンセリング/KAORIMAGIC(ルビー)/杏林堂薬局/GRANDEUR/呉竹荘/く
わこや/K スタジオ/ゲラン/コーセー/ジェイエステティック(ザ・フォウルピ)/シイキ
写真館/シダックスビューティーケアマネジメント/ジョイフルまるやま/JILL 
STUART(コーセー)/SHIRO/スタジオアロウズ(アロウプライト)/スタジオコイズミ/
セピアプロミクス/TBCグループ/DHC/ドクターシーラポ/日本ロレアル
(LANCOME/shu uemura/ジョルジオアルマーニビューティー)/ネイルズ/ネイル
パートナーズ/フェリーチェマツエダ(松枝衣裳底総本信)/フォトスタジオリング
(ARTRING)/ブラン ドゥ ステイルアン(スティルアン)/フリーゾーン/ベアエッセン
シャル/POLA/マサモリ/マリークヮントコスメチックス/リンリン/ルージュアッシュ
(スタイルゼロ)/ルナ・ソーレ/レイフィールド/ロクシタンジャポンほか

メイク・ブライダル分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

相生製作所／アイゼン／アスパーク／飯田設計／エイジェック／エスピー鉄鋼／
エンケイ／オーミ／カワイビジネスソフトウエア／ケーテック／小出製作所／光和
設計／小林機工／相良プラスチック工業所／篠ケ瀬工業／三恵／システムサー
キットテック／シブヤ精機／シンズ工業／スズキエンジニアリング／スズキ部品製
造／住友電装／成興技研／セディック／曽根田工業／第一工業／ダイシン／
WDB工学／TGテクノ／土井鋼材／東洋鉄工所／トヨタ自動車／豊田自動織機／
トラスト・テック／ナンヨー／浜名部品工業／フジテクノ／文化シヤッター／
BEX/MAT／八木商会／矢崎部品（大東工場／ものづくりセンター）／竜洋／ワイ
ケーデザインリンクほか

CADデザイン分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

アイレックス／アソシアプラス／アバンセシステム／宇式エンジニアリング／宇式
通信シ ステム／エヌ・ティ・ティ ネオメイト／NECネッツェスアイ・エンジニアリング
／NECネッツェスアイ・サービス／NDS/NTT-ME／オルトア／オレンジソ フトテク
ノロジー／門田電話工業所／カワイビジネスソフトウェア／関越ソフトウェア／興
安計装／三栄ハイテックス／三興電機／静岡情報処理センター／システムサー
キットテック／スズキ教育ソフト／ソフトウエアプロダクツ／第一コンピュータリソー
ス／ダイレクトウェイヴ／高千穂ソフト／中電シーティーアイ／ TISソリューションリ
ンク／テクノサイト／テクノシステム／電興社／東京コンピュータサービス／東芝
テックソリューションサービス／日興通信／日本インターシステムズ／日本NCR
サービス／日本シャルフ／日本情報産業／日本デジコム／日本電算／日本トー
ター／ネクサス／ネクスコ東日本エンジニアリング／ハブ／PHCメディコム／日立
システムズ／富士テクノサービス／文化シャッター／平和テクノシステム／ミネベ
アミツミ／モアソンジャパン／矢崎エナジーシステム／安田情報／ヤマハモーター
ソリューション／リキシステム／リコージャパン／ロジック／ほか

ITテクノロジー分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

あさひ／アプレスト／エイデン／エーツー／遠州トラック／遠州夢咲農協／OAナ
ガシマ／オートサーバー／オートバックス／オートベル／オーム電機／カインズ
／コーエイ／コメリ／栄商会／サンエー・インターナショナル／シーズンセレクト／
JAとぴあ浜松／静岡ダイハツ販売／静岡トヨペット／静岡日野自動車／静岡マツ
ダ／静岡三菱自動車販売／スーパーこでら／スズキ自販浜松／セルコ／セント
ラル石油瓦斯／大和冷機工業／デュプロ販売／電器堂／バーデン／浜松磐田
信用金庫／浜松管材／ビジョンメガネ／ビッグ富士／ビックモーター／ファイブ
フォックスコムサイズム／ベイシア電器／ホンダカーズ／丸尾興商／むつみ屋／
ムラコ／メガバス／ヤマダ電機／リコージャパン静岡支社ほか

ビジネス分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

愛育保育園／鶉江幼稚園／天竜厚生会（子育てセンターきぶね／子育てセン
ターこまつ／子育てセンターとみがおか／子育てセンターとものもり）／有度十七
夜山保育園／成子幼稚園／柳新屋保育園／浜松葵幼稚園／認定こども園みの
り幼稚園／聖隷福祉事業団／そらいろ保育園／神谷城保育園／なかざわこども
園／城北保育園／たんぽぽ保育園／ゆたか保育園／ハローこども園／志都呂
保育園／若林こどもの園／松城幼稚園／瑞雲こども園／掛川こども園／きじの
里保育園／龍の子幼稚園／天林寺保育園／アソカ学園／浜松市根洗学園／葵
が丘保育園／市野与進保育園／わかくさ保育園／初生保育園／はなのこ保育
園／浜松医大院内保育／浜松医療センター院内保育／なかよし保育園／微笑
保育園／ずだじこども園ほか

保育・幼児教育分野



学科別内定先(抜粋)
メイク・ブライダル分野

ENT名倉クリニック／アイングループ／いがらし皮ふ科／いそざきファミリークリ
ニック／ウエルシア薬局株式会社／きくち内科クリニック／キブネ眼科医院／クリ
ニックひでとし鈴木英年／けいクリニック／すずかけグループ／たしろ歯科医院／
なかや内科・循環器クリニック／やまうち整形外科／安田クリニック／永田眼科／
海仁みどり台海谷眼科／楽メンタルクリニック／株式会社 楠公堂薬局 ／株式会
社ソラスト／株式会社ニチイ学館 浜松支店／株式会社レーベンプラン／株式会
社杏林堂薬局／鎌倉病院／溝口ファミリークリニック／佐鳴台皮膚科クリニック／
坂本整形外科／小早川整形リウマチクリニック／新木耳鼻咽喉科／森本耳鼻咽
喉科／聖隷福祉事業団（聖隷健康診断センター／聖隷浜松病院／聖隷三方原
病院／浜松リハビリテーション病院）／青島眼科／浅羽医院／大久保小児科内
科クリニック／八神クリニック／飯尾皮膚科医院／磐田メイツ睡眠クリニック／磐
田原病院／浜名病院／有限会社マス・メディカルほか

医療・福祉分野
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