
Graduate School of Health and Welfare Science

大学院  保健福祉学研究科
健康社会の発展に
貢献する保健・医療・
福祉・教育分野の
プロフェッショナルを養成
　保健福祉学研究科では、４年制大学
を卒業して、看護師、助産師、管理栄
養士、社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、保育士、幼稚園教諭など
の資格を有し、さらに高度専門職とし
ての深い知識と卓越した研究能力を身
に付け、国内外で広く健康社会の発展
に貢献できる研究者や高度専門職業人
を養成します。

総社市東部北地域包括支援センターと一緒に、認
知症カフェ「よらーれ」を企画・運営し、保健師
に必要な実践力を学修しています。

公衆衛生看護診断演習

身体機能障がいが生活面に及ぼす影響や支援方法
を、身体機能障がいの模擬等も交えながら行動・
生理・心理の多側面から検討します。

身体機能障害特論
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護
学
専
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高齢化・高度医療化時代を迎え、質の高い保健医療サービスが求められています。
このようなニーズに応えるために、より専門的な技術を修得し、看護学を再構
築し、指導もできる人材の育成を目的としています。「基礎看護学」「発達看護学」
「広域看護学」の３講座から構成され、それぞれの分野で教育・研究を行います。
また、必要な単位を修得することで保健師国家試験の受験資格を得ることがで
きます。

栄
養
学
専
攻

高度な知識と技能をもつ栄養学の専門家の育成を目指しています。シミュレー
ションの技術を用いて代謝調節機構を解明し、疾病の予防と治療への活用を目
指す「栄養情報学」、デザインや色彩と、食行動や嗜好性との関連を解明する「食
デザイン学」、食と健康の問題を生化学や分子生物学分野の最先端技術を用いて
解明する「基礎栄養学」、食品の機能性を化学的に解明し健康に貢献する「食品
栄養学」の４講座で構成されています。また、学外の優れた研究機関と連携し、
最先端の研究指導を受けられることも大きな特徴です。
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児童や高齢者、障がいのある方が、健康で活気ある生活を送り、積極的に社会
に参加できる環境を創造するために必要なことを学びます。具体的には少子・高
齢化社会に対応した保健福祉、システムの研究、対象者の心身の働きを評価す
る方法の開発、福祉機器の評価と開発、在宅や施設・医療機関で必要な援助技
術の開発や研究などを行います。
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人間の福祉や健康問題に関して、生命や栄養、看護、福祉など多方面から科学
的にアプローチするための研究を行います。保健福祉学に関する学問をさらに
深化させ、地域住民の健康の維持・増進の学術研究拠点の構築を目指すとともに、
保健福祉に関する諸問題の解決策を提案できる、高度な見識を備えた研究者・
教育者を育成しています。

　博士前期・後期課程

　研究紹介

　主な就職先［保健福祉学部／大学院］

　主なカリキュラム

大学院紹介
WEBサイト

看護学科
就職率／100％

就職者 40人
進学者   3人

進学3人

医療機関
39人

一般企業等1人

栄養学科
就職率／100％ 教育・研究

機関2人

公務員（管理栄養士等）4人

就職者 37人
進学者 11人

福祉施設
9人

医療機関
10人

一般企業等（食品関連等）
12人

進学11人

保健福祉学科
社会福祉学専攻
就職率／100％

公務員
10人

就職者 38人
進学者   1人

進学1人

医療機関
4人

社会福祉協議会
1人

福祉機関・施設
17人

一般企業等
6人

保健福祉学科
子ども学専攻
就職率／100％ 保育者

（公立園）
6人就職者 19人

進学者   1人

進学1人

保育者（私立園）7人

児童福祉施設
5人

一般企業等1人

保健福祉学研究科
（博士前期＋博士後期）
就職率／100％

就職者 11人

公務員
5人

一般企業等3人

福祉機関・施設
2人

医療機関1人

保健福祉学部／看護学科
医療機関（看護師・助産師） 岡山大学病院/倉敷中央病院/岡山市立総合医療センター/岡山県精神科医療センター/国
立病院機構岡山医療センター/川崎医科大学総合医療センター/倉敷成人病センター/岡山赤十字病院/兵庫医科大学病
院/神戸大学医学部附属病院/京都大学医学部附属病院/千葉大学医学部附属病院/順天堂大学附属病院順天堂医院/
慶応義塾大学病院/大阪医科大学附属病院/関西医科大学総合医療センター/大阪母子医療センター/神戸市立医療セン
ター中央市民病院/神戸市立医療センター西市民病院/神戸市立西神戸医療センター/兵庫県立尼崎総合医療センター/
大阪はびきの医療センター/東広島医療センター /豊岡病院/鳥取県立中央病院/国立国際医療研究センター/しげい病
院/津山中央病院/水島協同病院/聖母病院/聖マリア病院/淀川キリスト教病院/湘南鎌倉総合病院/天理よろづ相談所・
憩の家/愛媛県（県立病院関係職員）

保健福祉学部／栄養学科
公務員（管理栄養士等）  岡山県/兵庫県/徳島県/総社市/倉敷市/井原市/鳥取市/浜松市 教育・研究機関（栄養教諭等） 
岡山県/兵庫県/富山県/徳島県/埼玉県/岡山市/神戸市/堺市/名古屋市 医療機関（管理栄養士） 倉敷中央病院/川崎
学園/心臓病センター榊原病院/重井医学研究所附属病院/高梁中央病院/国立病院機構東広島医療センター/岡山赤十
字病院/淳風会/姫路聖マリア病院/岡山協立病院/済生会今治病院/公立豊岡病院組合 社会福祉・児童福祉施設（管
理栄養士） 社会福祉法人旭川荘/社会福祉法人クムレ/社会福祉法人福知山学園 食品関連企業（管理栄養士等） ㈱山田
養蜂場/物産フードサイエンス㈱/㈱源吉兆庵ホールディングス/東京豊島青果㈱/アヲハタ㈱/（一財）日本食品分析セン
ター/㈱山食/㈱藤徳物産 一般企業（事務等）  ㈱ABC Cooking Studio/岡山市農業協同組合

保健福祉学部／保健福祉学科／社会福祉学専攻 令和３年度から「現代福祉学科」に改編しました
公務員 岡山県/島根県/滋賀県/和歌山県/岡山市/倉敷市/笠岡市/井原市/神戸市/広島市/高浜市/吹田市/春日井
市/浜松市/岡山県警 公務員・児童相談所 岡山県（児童福祉司）/兵庫県（児童福祉司） 医療機関（医療ソーシャルワーカー） 
（独）岡山県精神科医療センター/（福）岡山博愛会/倉敷中央病院/高梁中央病院/（独）神戸市民病院機構/（医）松江赤十字
病院 社会福祉協議会 倉敷市社会福祉協議会/大阪府社会福祉協議会 福祉機関・施設 （福）旭川荘/（福）幸風会/（福）香川
県社会福祉事業団 一般企業等 ㈱ベネッセコーポレーション/㈱読売新聞

保健福祉学部／保健福祉学科／こども学専攻　 令和３年度から「子ども学科」に改編しました
保育者（公立園） 岡山市/倉敷市/総社市/高梁市/赤磐市/真庭市/新見市/勝央町/鏡野町/高松市/高知市/福山市/
神戸市/北九州市/長浜市 保育者（私立園） 学校法人 大森学園 つしま幼稚園/武蔵野大学附属有明こども園/学校法人 
虫明学園/社会福祉法人 宮川福祉会/社会福祉法人 岡山厚生会/社会福祉法人 ちとせ交友会/社会福祉法人 四ツ葉
会/社会福祉法人 瑠璃会/社会福祉法人 岡山千鳥福祉会 大元ちどり保育園/社会福祉法人あのね保育園 児童福祉施設 
（保育士・児童指導員等） 社会福祉法人 くさのみ福祉会/玉島学園 児童養護施設/社会福祉法人三穂の園/社会福祉法
人 総社市社会福祉事業団 総社市立総社はばたき園/社会福祉法人 クムレ/社会福祉法人 三ケ山学園 公務員（一般行政
職） 岡山市/赤磐市/井原市 一般企業等 ㈱天満屋/岡山市農業協同組合/㈱高松三越

大学院／保健福祉学研究科（博士前期＋博士後期）
公務員 岡山県（保健師）/岐阜県（保健師）/岡山市（保健師）/倉敷市（保健師）/総社市（保健師）/高梁市（保健師）/
福山市（保健師）/大阪市（保健師）/厚生労働省（管理栄養士）/法務省 四国地方更生保護委員会/鳥取県警（社会福祉） 
教育・研究機関 岡山県立大学 医療機関 岡山大学病院/（独）国立病院機構福山医療センター/（医）ペガサス馬場記念病
院/総合病院 落合病院 一般企業等 ㈱テクノプロ/菌興椎茸協同組合/交洋ファインケミカル㈱/㈱カワニシホールディン
グス/㈱山田養蜂場/㈱コスモステクニカルセンター/室町ケミカル㈱/㈱常磐植物化学研究所 福祉機関・施設 ㈻正和学
園/（福）子供の家

就職・進学者数（令和２年度実績／３月末時点）

食品企業や行政、施設における食と健康に関するニーズや課題を把握し、社会人と一緒に多職種協
働で課題問題解決に向けて取り組む演習科目からなり、食を通して人々の健康維持・増進に積極的
に貢献できる研究者の育成を目指します。看護学、栄養学、保健福祉学の３専攻横断型の演習科目
が特徴で、多面的、多角的な研究能力を養うことができます。設定された単位の修得と公開イベン
トでの発表の要件を満たすと「創造戦略プロデューサー」の称号が授与されます。

食と栄養と健康を温め羅（つら）ねる杜とは？［大学院］

看護学専攻
中納　ゆうか

2020 Taiwan 
International Nursing Conference（Web開催）

発表題目

「The Effects of Different 
Materials of Sanitary Napkins 
on the Microclimate 」

栄養学専攻
細川　夏菜乃

日本農芸化学会2020年度 中四国支部

支部優秀発表賞
奨励賞（学生部門）
第57回講演会優秀発表賞

「エラジタンニン代謝物urolithin Aの
抱合体の構造」

保健福祉学専攻
橋口　伸之介

日本保育学会第73回大会

発表題目

「幼稚園・保育所における園庭環境と
戸外遊びに関する研究動向と課題」

県特産品の機能性成分の探索研究のための
ワイナリーにおける研修
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情報通信工学科
片岡　義裕／林　竜矢

Web×IoTメイカーズチャレンジ2020-21 in 岡山

最優秀賞

「IoT洗面台
『手洗いチェッカー TEGOSHI』」

情報系工学研究科システム工学専攻（博士前期）
志村　拓起

第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム
（HISS2020）

優秀プレゼンテーション賞

「落ち物パズルゲーム『ぷよぷよ』の
プレイ動画からの手順抽出」

情報系工学研究科システム工学専攻（博士前期）
永田　将大

2020年度電子情報通信学会中国支部連合大会

奨励賞

「動的なパルス生成機構に基づいた
トランケート型直列乗算器の
一構成法」

Graduate School of Computer Science and Systems Engineering

大学院  情報系工学研究科
情報工学の教育と
研究を発展・深化
　情報技術を活用して、人間及び自然
との調和を図りながら未来創造社会の
持続的発展に、広い視野に立って貢献
できる技術者及び研究者を育成します。
　博士前期課程（２年）では、高度な
内容の研究を行い、修了すると修士
（工学）の学位が授与されます。
　それに続く博士後期課程（３年）では、
前期課程での教育・研究をさらに発展
させ、独立した研究者の育成を目指し
ます。修了すると博士（工学）の学位
が授与されます。

大学院では研究が主体となります。ここでは自分
自身の研究分野を教員や学生の前で説明し、質疑
応答を通じて指導を受けます。

システム工学特別演習Ⅰ

大学院での研究はさらに専門的になります。各自
個別のテーマに取り組み、自立して研究開発を遂
行する能力を養成します。

システム工学特別研究Ⅰ・Ⅱ

博
士
前
期

システム工学専攻
ディジタル革新による未来創造社
会の発展を支えるため、電子情報
通信工学、機械情報システム工学、
人間情報システム工学等の分野で、
地域産業の振興をリードできる高度
な専門技術者の育成を目指してい
ます。所属領域のみに留まらず、
複数教員による活発な議論と研究
指導により、幅広い分野を培い、
研究内容をより深化させ、高い応
用力を養うことができます。

電子情報通信工学領域
次世代ICT技術の開発・展開に必要となる情報処理工
学、情報通信工学および情報電子工学の３分野の専門
知識を融合的に発展させる研究

機械情報システム工学領域
情報工学と機械工学を融合した次世代技術の開発・展
開に必要となるソフトウェアシステム工学、知的インタ
フェースシステム工学および機械・エネルギーシステム
工学の３分野の専門知識を融合的に発展させる研究

人間情報システム工学領域
人間の生活支援に関する次世代技術の開発・展開に必
要となるインテリジェントシステム、スポーツ・ヒューマ
ンダイナミクスおよび人間支援工学の３分野の専門知識
を融合的に発展させる研究

博
士
後
期

システム工学専攻
ディジタル革新による未来創造社
会の多様な要請に応えるべく、専
門分野において、理論や技術を深
く修得し、新たな問題を発見し解
決することによって、既存の枠組
みにとらわれない総合的・先端的
知識や技術を切り開くことができ
る技術者、研究者の育成を目指し
ています。

電子情報通信工学領域
情報処理工学、情報通信工学、情報電子工学

機械情報システム工学領域
ソフトウェアシステム工学、知的インタフェースシステ
ム工学、機械・エネルギーシステム工学

人間情報システム工学領域
インテリジェントシステム、スポーツ・ヒューマンダイナ
ミクス、人間支援工学

　博士前期・後期課程

　研究紹介

　主な就職先［情報工学部／大学院］　

　主なカリキュラム

大学院紹介
WEBサイト

情報通信工学科
就職率／100％

就職者 41人

製造業28人

情報・通信業
11人

その他業種
2人

情報・通信業10人

就職者 19人
進学者 17人

製造業4人

公務員3人
その他業種2人

進学17人

製造業5人
公務員2人

情報・通信業20人

就職者 34人
進学者 22人

製造業9人

進学22人

公務員2人

情報・通信業25人

その他業種3人

就職者 42人
進学者 20人

その他業種10人

進学20人

情報システム工学科
就職率／91.9％

人間情報工学科
就職率／100％

情報系工学研究科（博士前期＋博士後期）
就職率／95.3％

情報工学部／情報通信工学科
製造業 JFEスチール㈱西日本製鉄所/井原精機㈱/内山工業㈱/タカヤ㈱/タツモ㈱/㈱デンソーテン/日本電産㈱/冨士ベー
クライト㈱/㈱放電精密加工研究所/三菱電機エンジニアリング㈱/ユアサシステム機器㈱/ライト電業㈱/㈱レクザム 情報・通
信業 JFEシステムズ㈱/NECネッツエスアイ㈱/㈱NICS/㈱NTTデータMSE/OEC㈱/㈱アイティーシー/㈱アクトシステムズ/
㈱オプテージ/キャノンITソリューションズ㈱/㈱システムタイズ/㈱せとうちシステム/㈱セリオ/㈱ティピカル/㈱テクノプロ/
㈱トスコ/㈱トライエス/日本アイ・ビー・エム テクニカル・ソリューション㈱/パーソルAVCテクノロジー㈱/パーソルR&D㈱/
パナソニックインフォメーションシステムズ㈱/ピコシステム㈱/㈱日立インフォメーションエンジニアリング/㈱ベネッセインフォ
シェル/三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱/三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ 銀行業 ㈱トマト銀行 公務員 赤
磐市役所/倉敷市役所 その他 ㈱アウトソーシングテクノロジー/㈱アルトナー/㈱メイテック

情報工学部／情報システム工学科
製造業 NTN㈱/㈱京都製作所/協和ファインテック㈱/サノヤスホールディングス㈱/スズキ㈱/タカヤ㈱/タツモ㈱/㈱デンソー
ファシリティーズ/トーテック㈱/㈱トスコ/日本精工㈱/萩原工業㈱/三菱電機エンジニアリング㈱/三菱電機プラントエンジニ
アリング㈱/安田工業㈱/ユアサシステム機器㈱/㈱菱友システム技術 情報・通信業 ㈱NKC/㈱NTTデータニューソン/㈱
NTTデータフロンティア/TSK㈱/アイピーシステム㈱/アステック㈱/㈱アドバネット/㈱インフォテクノ朝日/㈱エネルギア・
コミュニケーションズ/㈱ケイエスピイ/㈱システムエンタープライズ/㈱せとうちシステム/セリオ㈱/ソニーグローバルマニュファ
クチャリング&オペレーションズ㈱/㈱ディー・ティー・ピー/㈱第一コンピュータリソース/㈱テクノプロ/㈱デックス/㈱トライ
エス/パーソナルAVCテクノロジー㈱/ピープルソフトウェア㈱/㈱日立ソリューションズ・クリエイト/㈱富士通エフサス/㈱ベネッ
セインフォシェル/㈱ホンダテクノフォート/三菱電機インフォメーションネットワーク㈱/三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱/
㈱両備システムズ 運輸業 西日本旅客鉄道㈱ 建設業 トランスコスモス㈱ 公務員 自衛隊/兵庫県警察 その他 ㈱メイテック

情報工学部／人間情報工学科
製造業 JFEスチール㈱西日本製鉄所/㈱英田エンジニアリング/アシックス商事㈱/オーエム機器㈱/オージー技研㈱/㈱デンソー
テン/川崎重工㈱/菅公学生服㈱/ダイヤ工業㈱/日信化学工業㈱/㈱日本ガイシ/萩原工業㈱/マツダ㈱/ミズノテクニクス㈱/
㈱村田製作所/ヤマハモーターパワープロダクツ㈱/㈱ユタックス/㈱ムーンスター 情報・通信業 ㈱NICS/㈱NTTデータ九州/
㈱OKIソフトウェア/㈱岡山情報処理センター/岡山電業㈱/グローリー㈱/住友電工情報システム㈱/セリオ㈱/㈱ソフィア/㈱
つうけんアドバンスシステムズ/パーソルR&D㈱/㈱日立ソリューションズ/㈱ベネッセインフォシェル/三井E&Sシステム技研
㈱/三菱電機コントロールソフトウェア㈱/㈱両備システムズ/㈱エヌ・ティ・ティ・データ/日鉄テックスエンジ㈱ 運輸業 東日
本旅客鉄道㈱ 銀行業 吉備信用金庫/㈱中国銀行 公務員 岡山市/岡山県警/倉敷市/倉敷市消防局/赤磐市/総社市/高梁市/
玉野市消防局

大学院／情報系工学研究科／電子情報通信工学領域
製造業 ㈱SUMCO/グローバルウェーハズ・ジャパン㈱/山陽機器㈱/新日本無線㈱/ソニー㈱/ソニーセミコンダクタマニュファ
クチャリング㈱/㈱デンソーテン/三菱電機エンジニアリング㈱/㈱村田製作所/ラピスセミコンダクタ㈱/ルネサスエレクトロニ
クス㈱/ローム㈱ 情報・通信業 NECソリューションイノベータ㈱/NEC通信システム㈱/㈱NICS/㈱World Wide System/
㈱アイティーシー/㈱山陽計算センター/㈱システムズナカシマ/㈱ドコモCS九州/三井E&Sシステム技研㈱/ヤフー㈱ その他 
JR東海情報システム㈱/中国電力㈱/㈱ハローズ

大学院／情報系工学研究科／機械情報システム工学領域
製造業 SanDisk/アイシン精機㈱/今治造船㈱/オムロン㈱/キオクシア㈱/㈱栗本鐵工所/サノヤスホールディングス㈱/住吉
化成㈱/㈱滝澤鉄工所/㈱タダノ/㈱デンソー/トヨタ車体㈱/日東電工㈱/㈱デンソーテン/㈱日立産業制御ソリューションズ/
三菱自動車工業㈱/三菱電機㈱/三菱電機エンジニアリング㈱/㈱村田製作所/安田工業㈱ 情報・通信業 DATUM STUDIO
㈱/NECネッツエスアイ㈱/NTTテクノクロス㈱/チームラボ㈱/チームラボエンジニアリング㈱/ドコモ・テクノロジ㈱/㈱日立
システムズ/三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ 

大学院／情報系工学研究科／人間情報工学領域
製造業 JFEスチール㈱/㈱FUJI/アキレス㈱/アシックス商事㈱/いすゞ自動車㈱/エレコム㈱/オージー技研㈱/キオクシアシ
ステムズ㈱/シャープ㈱/セイコーエプソン㈱/ダイハツディーゼル㈱/㈱デンソーテン/パナソニック㈱/本田技研工業㈱/マツダ
㈱/㈱ムーンスター/村田機械㈱/㈱モルテン/矢崎総業㈱/ローム㈱ 情報・通信業 Gateシステムズ㈱/㈱コトブキソリューショ
ン/ピープルソフトウェア㈱/㈱ベネッセインフォシェル その他 岡山交通㈱/綜合警備保障㈱

就職・進学者数（令和２年度実績／３月末時点）

おかやま桃太郎まつりの「うらじゃ」で有名な「温羅（うら）」は、古代吉備地方の統治者であり、製鉄や
造船など当時の最先端技術を異国からもたらし、吉備地方の発展に貢献したと伝えられています。
これにならい、「地域のICT技術を温め羅ねる杜」では、学生が、実際の現場で起きている技術課題の要
因を把握し、「岡山県立大学協力会」会員企業の第一線で活躍しているICTエンジニアとの協働の下、最
先端のICT技術を導入した解決方法の企画・提案などを行います。大学内での授業だけでは、なかなか
実感の湧かない、実践的なエンジニアとしてのスキルやリテラシーを身に付けます。

地域のICT技術を温め羅（つら）ねる杜とは？

企業と協働した現場での演習
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Graduate School of Design

大学院  デザイン学研究科
デザインで社会に
貢献する人材を育成
　デザイン学研究科では、分析と理論
の構築により先進デザインを創出する
デザイン工学の分野と、独創的で造形
性豊かなデザインを発信する造形デザ
イン学の２専攻を開設しています。
　創造性に富み、多様化したデザイン
環境に対応する高度な専門知識・能
力・技術と総合的な視野を備えたデザ
イナー及び研究者を育成します。

テキスタイルによる造形表現を、その周辺領域を含めて
調査・考察し、地域の企業との連携により、社会的に意
味を持つ造形作品として実践的な企画提案を行います。

テキスタイル造形学特論

実際の建築プロジェクトの設計・計画を通して、
実務を学びます。地域に必要なデザインを学部生
とともに考え、提案し、まとめていきます。

建築設計プラクシス

デ
ザ
イ
ン
工
学
専
攻

製品・情報デザイン学領域

工業製品、日用品などの製品を対象として、技術と感性の調和を図り、同時
にヒトと製品のスムーズな協働（インタラクション）のためにユーザインタ
フェースなど情報を整理し、豊かな生活を創造する製品の実践的、総合的な
教育研究に取り組みます。

建築・都市デザイン学領域

体系的・総合的な建築教育と共に各分野を深く探求する先進的な研究活動を
行います。人間生活の根幹となる建築空間を基軸にして、まちづくり、都市
や地域環境など広範囲な空間領域を対象として、人と環境の調和を目指した
高度な教育研究に取り組みます。

造
形
デ
ザ
イ
ン
学
専
攻

造形デザイン学領域

印刷メディアを主体とした造形構成・編集、デジタルメディアを主体とした
コンテンツ形成、生活空間を構成演出するアイテム制作、現代を意識した造
形表現を基盤として、デザインの可能性や造形への挑戦を目指します。
そして、グラフィック、Web、動画、セラミック、テキスタイル、木材など
の分野や材料を融合的に扱いながら、社会に求められるデザインとして専門
的かつ総合的な研究に取り組みます。

　修士課程

　作品紹介

「デザイン工学科」及び「造形デザイン学科」は、令和３年度学科改編前の学科名です。

　主な就職先［デザイン学部/大学院］

　主なカリキュラム

大学院紹介
WEBサイト

デザイン工学科
就職率／83.9％

就職者   2人

建築設計事務所
・建設業等1人

学校教育
1人

広告・デザイン業
6人

就職者 25人
進学者   3人

小売・卸売業
5人

製造業4人
映像・音声等制作業

3人

進学3人

建築設計事務所
・建設業等8人

就職者 26人
進学者   7人

官公庁2人

進学7人

広告・デザイン業4人

製造業7人
情報サービス業

2人

印刷業3人

印刷業3人

その他4人

造形デザイン学科
就職率／86.2％

デザイン学研究科
就職率／66.7％

デザイン学部／デザイン工学科
製造業 スズキ㈱/㈱小糸製作所/㈱LIXIL/㈱英田エンジニアリング/YKK㈱/YKK AP㈱/㈱アイリス/㈱ミロクテクノ
ウッド/山本光学㈱/㈱堀場製作所/ダイハツ工業㈱/㈱タジマモーターコーポレーション/スタンレー電気㈱/㈱林漁具

製作所/㈱キャットアイ 情報サービス業 フェンリル㈱/㈱ゼンリン 印刷業 大日本印刷㈱/エクセルパック・カバヤ㈱/東
邦印刷包装㈱/小倉美術印刷㈱ 広告・デザイン業 ㈲サワダライティングデザイン＆アナリシス/タカラベルモント㈱/㈱
サード 建築設計事務所・建設業等 ライフデザイン・カバヤ㈱/大東建託㈱/㈱池下設計/三井不動産リフォーム㈱/㈱J.フ
ロント建装/㈱類設計室/㈱石井建築事務所/㈱そら植物園/カスケホーム㈱ 安藤嘉助商店/村本建設㈱/㈱船場/㈱ティ・

シー・シー/㈱ムラヤマ/㈱笠谷工務店/積水ハウス㈱/タマホーム㈱/日本建設㈱/フクヤ建設㈱/日比野設計/コーナン

建設㈱/六車工務店（六車誠二建築設計事務所）/㈱洞口 ネイエ設計 官公庁 岡山県/倉敷市/新庄村（地域おこし協力
隊）/兵庫県（市町村名不明） 

デザイン学科／造形デザイン学科
製造業 ㈱廣栄堂/岡山工芸㈱/ユアサシステム機器㈱/㈱源吉兆庵/㈱宗家源吉兆庵/㈱日本サンガリアベバレッジカン
パニー/㈱ヴィットハート/シンコールインテリア㈱/㈱マインドウェイブ/上西産業㈱/㈱丸五/日本冶金工業㈱/㈱果実

工房 情報サービス業 ㈱オーエーシステムサービス 印刷業 サンコー印刷㈱/凸版印刷㈱/P・O・Pホールディングス㈱/
カミイソ産商㈱/㈱北四国グラビア印刷/真生印刷㈱ 広告・デザイン業 ㈱KG情報/㈱イタミアート/ココネ㈱/㈱双葉
店飾社/㈱美工社/㈱ビザビ/㈱EAST END CREATIVE/アイシードインターナショナル㈱/㈱アドブレーン/㈱オンチュ

ウ（COCHAE）/㈱コーエーテクモホールディングス/㈱シファカ/㈱テイクオフ/㈱JR西日本コミュニケーション/合同

会社クリップ/㈱ITP/㈱京屋/㈱アド ・パ スカル 映像・音声等制作業 ㈱OHKエンタープライズ/㈱ジョイント・システムズ・
サービス/㈱CloverWorks/㈱モスキート 小売業・卸売業 クラブン㈱/ゴダイ㈱/㈱エービーシー・マート/東中国スズ
キ自動車㈱/マイケル・コース ジャパン㈱/㈱ケイコーポレーション/㈱ハヤシゴ/㈱フォーカート その他 ㈲ミト・ワーク
ス/㈱ラヴィール岡山/岡山市立オリエント美術館/㈱トマト銀行/㈱リペアル/JAPAN HOME WAND㈱/際コーポレー

ション㈱/タカオ㈱/㈱岡部 官公庁 由布市役所

大学院／デザイン学研究科
製造業 萩原工業㈱/石塚硝子㈱ 建築設計事務所・建設業等 ㈱アール・アイ・エー/㈱日建設計/㈱創和設計 広告・デザ
イン業 ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ その他 倉敷市立短期大学

就職・進学者数（令和２年度実績／３月末時点）

デザイン工学科
内田　彩寧／河田　達希／
小林　弘樹／淡中　潤子

びぜんたてものRebornコンペ2019　
アイデア部門

最優秀賞
「『ヒナセノキチ』
― オイスターツーリズムの
拠点施設の提案 ―」

造形デザイン学科
島田　遥

とくしま木づかいアワード2020　
デザイン部門（総合）

準グランプリ
「レンコン・つみき」

造形デザイン学科
「色彩計画演習」
　受講76名（合作）

ターナーアワード 2020

入選
「アイデンディティー」

デザイン工学科
金井　宏樹

令和２年度卒業研究　デザイン工学科　
製品・情報デザイン領域

優秀賞
「forearm cuff」

日本でも有数の木材産地「おかやま」の風土を活かして、心地良い住環境を生み出す能力を持つ
設計者の育成を目指す、大学院の副専攻です。木材関連の企業から提供される具体的な課題やテー
マについて、現場に赴き、社会人と協働して、主体的に課題解決に取り組みます。設定された単
位の修得と公開イベントでの発表の要件を満たすと「創造戦略プロデューサー」の称号が授与さ
れます。

森と建築と匠を温め羅（つら）ねる杜とは？［大学院］

現場で主体的に課題解決に取り組む演習
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